女性総合研究所

次世代女性リーダーアカデミー

第一期生
生徒募集

<第一期 > 2006年10月〜2007年3月 開講（会場 渋谷・恵比寿・六本木）
一度きりの自分の人生をもっと輝かせよう。
これからの、 新しい社会の中での立ち位置を確かめよう。
もっともっと社会に貢献し続ける自分であり続けよう。
◆ご挨拶
人生をよりいきいきと輝かせるには、
『お金』『愛』『自由』『個性』
・・・など様々
なキーワードが、存在します。ただ単に”起業”や”ビジネスのノウハウ”
を教える、学ぶといった事だけではなく、時代はまさに自分がこの世に存在
する意義や、女性ならではの社会的立ち位置を共に研究・共に学んでいく学
園（楽園）が必要です。
従来の理不尽な因習やスタンダードにとらわれることなく、ひとり一人の個性
や違いを認め、受け入れることで、個人や企業や社会が創造力を生み出す、
そんなストレスフリーでハッピーなダイバーシティ社会の実現に向けて尽力して
いきます。

そうした夢の実現に向けてのまず第一歩として、次世代の女性リーダー育成・
（株）オリエンタル代表尾崎友俐 サポート機関として「次世代女性リーダーアカデミー」を設置・開講するにい
たりました。現実的な経済の流通を通して、そこから見えてくる『お金の本質・
女性総合研究所、次世代女性リーダーアカデミーは（株）船井本社の船井
人生の本質』を検証していきましょう。
幸雄会長に、その活動理念と活動内容についてご賛同いただいております。
株式会社オリエンタル代表 尾崎友俐
（株）船井本社
船井幸雄 代表取締役会長

DVD 教材
特別無料 進呈！

船井会長が教える直観力を鍛える10の法則！など、これからの時代に、より女性が輝かしく生きるための

法則を（株）船井本社の船井幸雄代表取締役会長と、
（株）オリエンタルの尾崎友俐が語る対談 DVD です。女性総研オリジナル
性テスト［JSQ］を受講していただいた方にもれなく教材として無料進呈！（適性テストのお申込み方法は裏面をご覧ください。）

2006 年 10 月〜 2007 年 3 月 開講

次世代女性リーダーアカデミー

社会の次世代リーダーを担う女性達へ向けて、
時代のニーズにあった
６つのアカデミーを開校。
本質的な女性の生き方を確立していきましょう。
一流の
講師陣による
全アカデミー合同
セミナー講義 も
開催！

中谷彰『カッコイイ女性 江村林香『新業態への 板倉雄一郎『おりこう
になって、
カッコイイ男性と 挑戦・北海道合宿』
さんおばかさんのお金
もつきあえる7つの方法』
の使い方』

● 女性起業家養成アカデミー
● 人財育成プログラムトレーナー養成アカデミー
● PR、広報マネージャー養成アカデミー
● 飲食店開業、オーナー養成アカデミー
● Webコミュニケーションディレクター養成アカデミー
（アカデミーのお申込み方法は裏面をご覧ください。）

真田哲弥『新しいビジ 南原竜樹『なぜ彼女は愛さ 土井英司『出版も含めた
安達元一『ビジネスに
ネスは頭の中から生ま れて仕事ができるのか楽しみ 個人ブランド構築ノウハウ』 水津陽子『会計のイロハ』 活きる発想術』
ながら夢をかなえる方法 』
れない』

http://jyoseisouken.com

◇ 女性総合研究所/ 次世代女性リーダーアカデミー［主催・運営］株式会社オリエンタル ◇

尾崎友俐『女性の生き
方・心得』

◆次世代女性リーダアカデミー開催要項

※日程、タイトル・内容は都合により一部変更となる場合がございますが、
あらかじめご了解いただけますようよろしくお願い申し上げます。

アカデミー名

学習内容

開催日・講師

女性起業家
養成アカデミー

自分自身のプラン
（事業プランや組織の中での目標など）
を提出していただき課
題はどこにあるのか、実行に移すためにはどのようにしたら良いのかなど、
コンセ
プト作り・ターゲティング・倒れない経営・資金調達など網羅しています。実践
型で検証＆ブラッシュアップを繰り返して自己のプランの実現を目指します。

10/21・11/11・11/18・12/2・
12/16・1/20・2/3・2/17・
3/3・3/24 各 13:00 〜 14:50

人財育成プログラム
トレーナー養成アカデミー

オリエンタル・尾崎友俐の過去のプロデュースやコンサルティングの実績に現場
で、実践してきた独自の人財育成（人材育成）
トレーニングプログラムを学びます。
コミュニケーションの確立、チームワークの形成など、成長の喜びを共に感じて
いただける内容です。

10/20・11/2・11/17・12/1・
12/15・1/19・2/2・2/17・
3/2・3/16 各 19:00 〜 20:50

PR、広報マネージャー
養成アカデミー

オリエンタルが積み重ねてきた実践をノウハウに、一歩進んだニュースの発信術
や効果の出るプロモーション企画、差のつくニュースリリースの書き方など、実
践を交えて学習します。また PR や広報のノウハウだけではなく、情報発信者と
してのモラルや責任感、危機管理意識も学びます。

10/27・11/10・11/24・12/8・
1/12・1/26・2/9・2/17・3/9・
3/16 各 19:00 〜 20:50

飲食店開業、オーナー
養成アカデミー

オリエンタルの全ての手法を開示。飲食店開業ノウハウはもちろん、オリエンタ
ルならではのプロモーションなどのノウハウを学ぶことでただお店を開くだけで
はない戦略的開業術を学びます。行列を作る仕組等飲食業界の永遠のテーマに
せまります。

10/21・11/11・11/18・12/2・
12/16・1/20・2/3・2/17・
3/3・3/24 各 10:00 〜 11:50

Webコミュニケーション
ディレクター養成アカデミー

今のビジネスシーンの BtoC コミュニケーションを見据えた Web サイトとは何
か、どのような考えで構築することが重要なのかを学びます。ケーススタディや
ワークショップを取り入れた実践的な講座です。ディレクションノウハウだけでは
なくマーケティング的、ビジネス的志向やプロジェクトの推進力も身につきます。

10/26・11/9・11/30・12/7・
1/11・1/25・2/8・2/17・3/8・
3/22 各 19:00 〜 20:50
◆栗原あゆみ、黒岩千恵

◆講師：尾崎友俐

◆講師：尾崎友俐、山添由美

◆講師：尾崎友俐

他

◆講師：尾崎友俐、大内将義

10/15◆尾崎友俐：
（株）
オリエンタル代表「『後悔しない人生を』
と、心に決めた瞬間道は開かれた」 10/21◆中谷彰宏：
作家「カッコイイ女性になって、
カッコイイ男性ともつきあえる 7 つの方法」 11/11◆土井英司：エリエス・ブック・コン
サルティング代表「出版も含めた個人ブランド構築ノウハウ」 11/18◆南原竜樹：オートトレーディング ルフト ジャパン（株）代表「なぜ彼女は愛されて仕事がで
きるのか 楽しみながら夢をかなえる方法 」 12/2◆水津陽子：フォーティ R&C 代表「会計のイロハ」 1/20◆真田哲弥：KLab
（株）代表「新しいビジネスは頭
の中から生まれない」 2/17◆板倉雄一郎：板倉雄一郎事務所代表「おりこうさん、
おばかさんのお金の使い方」 3/3◆安達元一：オフィスぼくら所属 放送作
家「ビジネスに活きる発想術」 3/24 尾崎友俐：（株）
オリエンタル代表「女性の生き方・心得」 各 15:00 〜 16:00、10/15 のみ 9:30 〜 12:30
アカデミー合同共通セミナー

１クラス
募集人数 25 人まで

受講料

１アカデミー 26万円（税別）
※税込価格 273,000 円
※複数受講割引有り お問合せください

会 場

渋谷・恵比寿・
募集〆切 9/15（金）
六本木（予定）
アカデミーの講師陣！続々決定中

写真左から ◆大内将義：
（株）オリエンタル 55 代表「飲食店開業、
オーナー
養成アカデミー」担当 ◆栗原あゆみ：PLUSWALK（プラスウォーク）代
表「Web コミュニケーションディレクター養成アカデミー」担当 ◆山添由美：
（株）オリエンタル「人財育成プログラムトレーナー養成アカデミー」「総合
事務局長」担当 ◆黒岩千恵：
（株）オリエンタル「Web コミュニケーションディ
レクター養成アカデミー」担当◆井上由美子：（有）クラリティ・アソシエイ
ツ代表「オプション講義〜タロット講座」

◆女性総研オリジナル適性テスト［JSQ］

受講者に特別 DVD を無料進呈中！
コーチング理論に基づいて、脳・心・行動の面からあなたのキャリアアップ・ステップアップ指数を診断。今の自分の立
ち位置と目差すべき姿がわかります。
またテスト受講者全員に尾崎友俐からの回答が戻ってきます！（アカデミーにお申
［ 適性テスト受講料 20,000 円（税別）※税込価格 21,000 円 ］
込みの方は必ず適性テストを受講していただきます。）

050-3588-6182 ［e-mail］jsouken@oriental-japan.co.jp

◆お申込み受付［FAX］
フリガナ

生年月日

お名前

ご職業

〒

ご住所
お電話

e-mail

次世代女性リーダーアカデミーお申込み
（下記受講を希望するアカデミーにチェックをしてください）

□ 女性起業家養成アカデミー
□ 人財育成プログラムトレーナー養成アカデミー

オリジナル適性テスト［JSQ］お申込み
（アカデミーをお申込みの方は必ず適性テストを受講していただきます）

□ PR、広報マネージャー養成アカデミー
□ 飲食店開業、オーナー養成アカデミー

□ Webコミュニケーションディレクター養成アカデミー

※上記の申込書にご記入いただき FAX でお申込みください。または同様の内容を明記していたただき e-mail での申込みも可能です。※お客様からの個人情報は、お申込み・受講
に関するご連絡の為に利用いたします。なお今後（株）オリエンタルよりセミナー等のご案内を差し上げることもございますが、お客様からの取り扱い拒否のご要望には迅速に対応
いたします。 ※女性総合研究所・次世代女性リーダーアカデミー問合せ（株）オリエンタル 03-3770-2844 http://jyoseisouken.com jsouken@oriental-japan.co.jp

