ＥＰＴセミナー
2日間で「使える英語」を完全マスター！

英語プレゼンテーション技術セミナー
English Presentation Technology

英語が苦手でも感動的なプレゼンができる！
TOEIC 500点でも大丈夫！必ず英語プレゼンテーションに自信が持てるように
なります。講義は日本語と英語、実習は英語なので、使える英語が完璧に身に
付きます。	

欧米人に負けないパワフルな態度、説得力、そして自信が身に付く！

カリスマ講師であり、英語プレゼン名
人！	
 
サンフランシスコ州立大学 客員教授	
 
箱田忠昭	
 先生	
 

主催：インサイトラーニング株式会社

東京都品川区東五反田
1-10-10オフィスT&Uビル4F	
TEL: 03-3449-6301 FAX: 03-3449-6304 E-mail: info@insightlearning.co.jp	
http://www.insightlearning.co.jp	

このような方にお勧めです！
●国際事業部、海外事業部、貿易部などの海外関連部門で海外ビジネスに関わる方	
●教育部、研修部、人事部などでグローバル人材の教育に関わる方	
●外資系企業に勤務されている方、および外資系企業と取引のある方	
●その他、英語のプレゼンテーション能力を高めたいと考えている方	
●広告会社・PR会社各部門の方々
	

	
	
	

	
	
	

■プログラム Program

■豊富な教材 What You’ll Receive

1．説得力を増すには	
英語プレゼン ここがポイント	
強力な第一印象のつくりかた	
プレゼンテーション開始のうまいやり方	
英語プレゼンの流れ	
〜オープニングからクロージングまで〜

１．Video Training
実習をビデオに撮って進歩を確認	
２．Seminar Handbook
分かりやすいテキストを9冊進呈	
A) Key Language for Introductions
（プレゼンテーション開始の仕方）	

2．パワフルなプレゼンテーション技術	
ボディランゲージの改善	
英語プレゼンはアイコンタクトがキー	
ジェスチュアのうまいやり方	
英語発声のプレゼン的手法	
説得力ある英語表現を教えます	
	
3．ビジュアルで説得力を増す	
分かりやすいビジュアルの作り方	
ビジュアル説明法 ここがポイント	
グラフの説明法 ここがポイント	
	
4．プレゼンテーションの構成	
英語プレゼンはSDS法で構成する	
PREP法を身につける	
	
5．説得力を高める英語表現	
日本人の間違えやすい英語表現	
欧米人ならこう言う	
質問の受け方 ここがポイント	

B) Using Body Language
（ボディランゲージの改善）	
C) Using Your Voice
（英語スピーチ技術の高め方）	
D) Visualizing Techniques
（ビジュアル化の技法）	
E) Describing Graphs and Charts
（グラフの説明の仕方）	
F) Persuasive Expressions
（説得力を高める英語表現）	
G) Incorrect English Usage
（日本人の間違いやすい英語表現）	
H) Structure of Presentation
（プレゼンテーションの構成）	
I) Handling Questions
（質問の受け方）	

インサイトセミナー採用企業
  アクサ生命保険／アボットジャパン／LVMH／グループNTT データ／	
オリエンタルランド／小田急電鉄／花王／キヤノン／キリンビール／	
グラクソ・スミスクラインコニカミノルタ／サノフィ・アベンティス／	
東日本旅客鉄道／ファイザー／ブリヂストン／富士通／本田技研工業／	
三井不動産／ヤクルト／ライオン／ローソン 他多数（敬称略・順不同）

セミナーの進め方
講義は「日本語と英語」、実習は「英語」で行います。	
従って理論面は日本語でしっかり身に付け、実習は英語で実践的に進めます。	
英語力はあまり問題ではありません。英語が苦手でも感動的なプレゼンテーションを行うことができます。	

そして、
３つのＰの分野
について学びます
海外クライアントへの売り込みや社内、社外での英語プレゼン、英語による商品説明・企画提案等、いずれ
にしても英語によるプレゼンテーション能力がものを言います。	
最も重要なのは、「どのように表現して伝えるか」ということ。英語力はあまり問題ではないのです。	
ビジネス経験豊富な講師が「現場で使える英語プレゼンテーション技術」を伝授します。	

■講師紹介

受講生の声

１．英語には⾃自信がなく、最初は不不安だら
箱田 忠昭 	
けのスタートでしたが、丁寧に分かりやす
インサイトラーニング株式会社代表取締役	
慶応大学商学部卒業 	
く指導して頂き、英語プレゼンに少し⾃自信
ミネソタ大学大学院修了	
が持てるようになりました。来⽉月のプレゼ
サンフランシスコ州立大学客員教授	
ンでぜひ試してみます。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
日本コカ・コーラの広告部マネジャー、エスティ・
（Ｒ株式会社 　Ｙ.Ｓ様）
ローダーのマーケティング部長、パルファン・イヴ・
サンローラン日本支社長を歴任。その間、米国で
２．内容が盛りだくさんで充実した研修だ
著名な話し方・リーダーシップ・人間関係のセミ
ナーであるデール・カーネギー・コース公認インスト
と思います。とても得るものが多い研修な
ラクターとして、ビジネスパーソンの指導にあたる。	
ので、英語が苦⼿手な同僚僚にも勧めてみます。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
著書：「できる人」シリーズ（フォレスト出版）など100
（株式会社Ｃ 　Ｕ.Ｙ様）
冊を超える	
３．とても楽しいセミナーでした。２⽇日間
の研修内容はもちろんそうですが、箱⽥田先
⽣生のジョークのセンスは抜群です。
（株式会社Ａ 　Ｔ.Ｋ様）

受講お申し込み方法は	
 
裏面をご覧下さい	
 	
 	
 	
 >>>>>	
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TEL:  03-‐‑‒3449-‐‑‒6301        FAX:  03-‐‑‒3449-‐‑‒6304      E-‐‑‒mail:  info@insightlearning.co.jp

http://www.insightlearning.co.jp

今すぐ
お申し込みください！
セミナー概要

時間：
通学 2 日コース（ 1 日目 9:00 ～ 18:00、 2 日目 9:00 ～ 17:00 ）
講師：
箱田忠昭、及び弊社専属講師
参加費： 1 名 128,500 円（税込） ＜テキスト代、ビデオ代、昼食代を含む＞
開催場所： インサイト ラーニング研修室（東京・五反田） 他	

参加申し込み	
方法	

弊社ウェブサイト、またはお電話、FAXからお申込みいただけます。	
http://www.insightlearning.co.jp/	
TEL：03-3449-6301 FAX：03-3449-6304	
ウェブサイト以外からのお申し込みは下記申込書に必要事項を	
ご記入の上、セミナー事務局宛にFAX、または郵送下さい。	
折り返しセミナーのご案内と請求書等をご送付いたします。	
・請求書が届き次第、指定銀行の口座にお振込みください。	
・お支払いは、原則として開催日前日までにお願い致します。	
・参加料の払い戻しは致しません。	
・ご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。	

参加料支払
方法	

主催 インサイト ラーニング株式会社	
〒141-0022 東京都品川区東五反田１－１０－１０ オフィスＴ＆Ｕビル４Ｆ	
TEL: 03-3449-6301 FAX: 03-3449-6304 E-mail: info@insightlearning.co.jp	
http://www.insightlearning.co.jp	

EＰＴセミナーお申込み書
2013 年
□ 2/ 5(火)・6(水)

※参加ご希望日をお選びください（２日連続となります）	

□ 6 / 12(水)・13(木)

□ 9 /4(水)・5(木)

□ 11 / 21(木)・22(金)	

セミナー時間は、いずれも 9:00～18:00	
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