
時間 1日目 時間 2日目 時間 3日目 時間 4日目 時間 5日目 時間 6日目 時間 7日目
8:20 東京発 9:00 2-1 英文E-mail　１ 9:00 3-1 社交英語4 9:00 4-1 英文E-mail　２ 9:00 5-1 プレゼンテーション2 9:00 6-1 英文E-mail　３ 9:00 7-1 ネゴシエイション3

9:46 …新白河着 …E-mailの構造 …トピック策定実習 …“要求”型E-mail …表現語彙 …“抗議”型E-mail …交渉演習１
10:40 …British hills着 …挨拶文の作法 …割り込みの技術と作法 …“要求”への返答 …ジェスチャー …“抗議”への返答 …フィードバック

　　 チェックイン&オリエンテーション …適切な件名の書き方 …途中参加の技術 …練習&フィードバック …声調とジェスチャー …練習&フィードバック …交渉演習２
11:00 1-1 コースオリエンテーション …練習&フィードバック 3-2 礼儀作法3 11:00 4-2 ミーティングスキル5 …練習&フィードバック 11:00 6-2 プレゼンテーション4 …フィードバック

…概要説明 11:00 2-2 ミーティングスキル１ …話題の提供 …確認とまとめの作法 11:00 5-2 プレゼンテーション3 …再提示結論の重要性 …交渉演習３
1-2 自己紹介&講師紹介 …ミーティングの種類 11:00 3-3 ミーティングスキル3 …適切な同意と不同意 …結承結構造 …重要度昇順構造 …フィードバック
…自己紹介演習 …ミーティングの構造 …議長の義務 …練習&フィードバック …主題の編成 …Q&Aの様式 11:00 7-2 ネゴシエイション4

1-3 社交英語１ …開始の挨拶と自己紹介 …会議コントロールの技術 12:35 ◆昼食 …主題の連結と表題化 …聴衆のコントロール …交渉戦略
…挨拶と歓迎 2-3 礼儀作法2 …参加者への要求 14:00 4-3 プレゼンテーション1 …練習&フィードバック …終了時の目安 …種別１　バーゲニング
…自己紹介・カジュアル …米欧式名刺作法 …練習&フィードバック …プレゼンの構造理解 12:35 ◆昼食 12:35 ◆昼食 …種別２　コンプロマイズ
…自己紹介・フォーマル 12:35 ◆昼食 12:35 ◆昼食 …冒頭テンプレート …外国人同席 14:00 6-3 ネゴシエイション2 …種別３　コンセッション

12:35 ◆昼食 14:00 2-4 ミーティングスキル2 …外国人同席 …声調の技術 14:00 5-3 ネゴシエイション１ …“交渉”準備物 …練習&フィードバック
…外国人同席 …議長の役割 3-4 ミーティングスキル4 16:00 4-4 Lion's Den　準備3 …“交渉”の意義 …必要性、要求レベル 12:35 ◆昼食

14:00 1-4 社交英語2 …ミーティングの開始 …意見の引き出し …プレゼン内容構築 …“交渉”の構造 …立場の見極め …外国人同席
…同席者紹介・カジュアル …ミーティング終了様式 …意見表明の技術 …練習&フィードバック …“交渉”の目的 …ATNAとBATNA 14:00 7-3 ネゴシエイション5

…同席者紹介・フォーマル …練習&フィードバック …意見指示の作法と技術 18:00 ◆夕食 …交渉心理学 …ZOPAの明確化 …交渉演習４
1-5 礼儀作法1 16:00 2-5 Lion's Den　準備１ …練習&フィードバック …外国人同席 …交渉成果ライン …アジェンダの作り方 …フィードバック
…握手の様式と訓練 …交渉＋プレゼンの現場 16:00 3-5 Lion's Den　準備2 19:30 文化体験学習 16:00 5-4 Lion's Den　準備4 …練習&フィードバック …交渉演習５

16:00 1-6 社交英語3 …交渉目的 …自己紹介と商品紹介 (スヌーカー他) …プレゼン内容練習 16:00 6-4 Lion's Den　本番 …フィードバック
…社交トピック …実例紹介 …テンプレート学習 21:00 4日目終了 …交渉戦略策定 …実践“交渉的プレゼン” 15:30 7-4 研修まとめ

…雑談の開始と切り上げ …自分用題材の策定 …冒頭挨拶練習 …交渉ラインの限定 …フィードバック
…演習 18:00 ◆夕食 …練習&フィードバック …練習&フィードバック 18:00 ◆夕食 16:00 British hills出発

18:00 ◆夕食 …外国人同席 18:00 ◆夕食 18:00 ◆夕食 …外国人複数同席 17:20 新白河着
19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 18:44 東京着

(スヌーカー他) (スヌーカー他) (スヌーカー他) (スヌーカー他) (スヌーカー他)

21:00 1日目終了 21:00 2日目終了 21:00 3日目終了 21:00 5日目終了 21:00 6日目終了

Global Personal Development　（一般海外駐在員、海外マネージャー育成研修）
TOEIC目安：500以上
期間：1週間



時間 1日目 時間 2日目 時間 3日目 時間 4日目 時間 5日目 時間 6日目 時間 7日目
8:20 東京発 9:00 2-1 社交英語１ 9:00 3-1 電話英語１ 9:00 4-1 米欧型ビジネススキル１ 9:00 5-1 米欧型ビジネススキル３ 9:00 6-1 米欧型ビジネススキル５ 9:00 7-1 米欧型ビジネススキル７

9:46 …新白河着 …初対面の挨拶と礼儀 …電話の際の準備 …スケジュール管理英語 …商品説明 …進行手順と確認 …相手先への要求と説明
10:40 …British hills着 …自己紹介 …受付係とのやりとり …日付と時間 …商品の注文と確認 …手順更新 …規則と条件の説明

　　 チェックイン&オリエンテーション …会話慣熟 …伝言の残し方 …アポイント用英語 …企業理念 …練習&フィードバック …企業規約の説明
11:00 1-1 コースオリエンテーション …練習&フィードバック 11:00 3-2 電話英語２ 11:00 4-2 米欧型ビジネススキル２ …練習&フィードバック 11:00 6-2 米欧型ビジネススキル６ 11:00 7-2 米欧型ビジネススキル８

…概要説明 11:00 2-2 社交英語２ …留守録の残し方 …スケジュール調整 11:00 5-2 米欧型ビジネススキル４ …更新の将来性討議 …助言の様式
1-2 自己紹介&講師紹介 …会社についての話題 …電話を受ける技術 …日時の変更 …サービスの様態 …海外出張計画の説明 …個別注意の様式
…自己紹介演習 …雑談の切り上げ …電話スタイル分析 …カレンダーの読み方 …顧客訪問 …海外出張計画策定 …全体注意の様式
1-3 海外出張必須英語１ …各国ジェスチャーの意味 …練習&フィードバック …練習&フィードバック …海外生活用英語 …出張依頼 …文化的差異
…海外出張準備 …相手への質問 12:35 ◆昼食 12:35 ◆昼食 …練習&フィードバック …依頼の拒否対応 …練習&フィードバック
…出国審理手続き …練習&フィードバック …外国人同席 14:00 4-3 エンジニア英語３ 12:35 ◆昼食 12:35 ◆昼食 12:35 ◆昼食
…具体例練習 12:35 ◆昼食 14:00 3-3 エンジニア英語１ …業務手順の英語 …外国人同席 14:00 6-3 エンジニア英語７ …外国人同席

12:35 ◆昼食 14:00 2-3 食事英語１ …技術用語 …数量の提示 14:00 5-3 エンジニア英語５ …安全性喚起 14:00 7-3 海外出張必須英語５

…外国人同席 …注文テンプレート …筆記での対話 …見積書用英語 …質疑応答 …ヒューマンエラー防止 …お別れ作法
14:00 1-4 海外出張必須英語２ …支払のための英語 …E-mailでの連絡 …可算と不可算 …トラブル解決 …事故発生シミュレーション …感謝の表明

…機内トラブル対処 16:00 2-4 食事英語２ …度量衡 16:00 4-4 エンジニア英語４ …解決法の提案 …事故対応 15:30 7-4 研修まとめ

…入国審理手続き …英語メニューの読み方 …練習&フィードバック …比較・サイズ …練習&フィードバック …練習&フィードバック
…審理トラブル対処 …レストランでの質問 16:00 3-4 エンジニア英語２ …比較・スペック 16:00 5-4 エンジニア英語６ 14:00 6-4 エンジニア英語８ 16:00 British hills出発
1-5 海外出張必須英語３ …料理の説明 …数字の表現 …出荷 …トラブル発生説明 …緊急避難 17:20 新白河着
…バス案内・タクシー英語 2-5 食事英語３ …単位の表現 …入荷 …故障対応 …指示の出し方、受け方 18:44 東京着
…Infoでの質問 …レストラントラブル対処 …欠点の指摘 18:00 ◆夕食 …修理の依頼 …不徹底時の対応

16:30 1-6 海外出張必須英語４ …テーブルマナー 18:00 ◆夕食 …外国人同席 …故障修理要求への対処 …練習&フィードバック
…ホテルのトラブル対処 18:00 ◆夕食 19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 …練習&フィードバック 18:00 ◆夕食

18:00 ◆夕食 …外国人同席 (スヌーカー他) (スヌーカー他) 18:00 ◆夕食 …外国人同席
19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習 21:00 4日目終了 19:30 文化体験学習 19:30 文化体験学習

(スヌーカー他) (スヌーカー他) (スヌーカー他) (スヌーカー他)

21:00 1日目終了 21:00 2日目終了 21:00 5日目終了 21:00 6日目終了

Global Engineers Development　（技術職駐在員・技術職派遣員）
TOEIC目安：300以上
期間：1週間


