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「個人の成長」
と
「組織の成功」

コーチング
教育コース案内

セルフプロデュース・コーチング

株式会社インテリジェンス・アンリミテッド

ご あいさつ
1997年に初めて日本にコーチングが紹介されてから随分日が経
ちました。ある書店で調べたところ、コーチングに関する書籍は
数百冊にも及ぶそうです。今や世界のリーディング・カンパニー
でコーチングを導入していない企業はない時代になりましたが、
それだけ世の中に必要とされていることを実感します。
2000年の設立以来、弊社は多くの方々や多くの組織にセルフ
プロデュース・コーチングを提唱してまいりましたが、ビジネ
ス界や教育界のみならず、スポーツ界や芸能界にもコーチング
を求める方が増えていることに驚きと喜びを感じています。

コーチングを受ける最大のメリットは、
モチベーションが高まることです。
このコースはモチベーションを高め、自発的な行動を起こ
し、それを継続させる人材の育成を目指す経営者や指導者の
方々が多く参加されています。
2019年も「個人の成長」と「組織の成功」を願うリーダーの
方々のご参加を、お待ちしています。

株式会社 インテリジェンス・アンリミテッド
代表取締役

藤本 ゆかり

コーチング教育コースは、
「受ける」
「学ぶ」
「実践する」を
目的とし、3つのセッションと資格試験で設計されています。
「個人の成長」
と
「組織の成功」
を目的としたコーチング教育コースは主に、経営者や指導者など、人材
育成に携わる方々が多く受講されているコースです。
座学だけではなく、実践的なトレーニング、また集
合セミナーだけではなく個人指導を行うため、
11ヶ月で確実にコーチングを習得していただけます。

1 コーチング・セッション

2 グループ・セッション

個人コーチング

集合研修

電話による1対1のコーチングで、1回1時間
のセッションを月に2回行います。
コーチと予定を合わせて予約を取りますの
で、落ち着ける時間をお選びいただけます。

右記のスケジュールでグループ・セッ
ションを行います。この時間は、参加者
全員で集まり、コーチングを学びます。
都合により欠席する場合は、フォロー
コーチング（補講）
を受けることができ
ますが、その場合は3時間に集約し、料
金は3万円となりますので、できるだけ
欠席のないよう、スケジュール管理に努
めてください。

2019年1月〜10月
（全20時間）

IASC

コーチング教育
コース

3 フィードバック・セッション
4月からはより実践的なトレーニングを行うた
めに、コーチングを受けていただく方を決め
ていただき、その方とのコーチングを録音し
て、マスターコーチの個人指導を受けること
を、
フィードバック・セッションと言います。この
セッションはオーダーメードの指導なので、飛
躍的にスキルアップすると定評があります。

2019年1月〜11月
（132時間）

4 IASC資格試験
一年間の学びを審査します。試験内容は
記述試験及び、口述試験からなります。
試験料金は1万円、追試料金は5千円と
なります。
試験日：2019年10月10日
（木）

2019年4月〜9月
（全6時間）

インテリジェンス・アソシエイト・セルフプロデュース・コーチ資格認定の条件
Intelligence Associate Selfe-Produce Coach(IASC)

20 時間実施される個人コーチング・セッションを、
20 時間全て受けていること。

132 時間行われるグループセッションのうち、
125 時間を出席していること。

6 時間実施されるフィードバック・セッションを、
6 時間全て受けていること。

記述及び口述試験に合格していること。

※ 以上の条件を満たした方には、修了時に資格証明を授与します。

2019年 グループ・セッション スケジュール
テーマ

オーナーシップ
コーチングの基礎

リレーション
シップ
コーチングの実践

リーダーシップ
チーム力アップの
コーチング

認定試験
スポンサーシップ
社会への貢献

日

程

1月16日

水 18：30〜21：00

1月17日

木 10：00〜18：00

1月18日

金 10：00〜18：00

2月13日

水 18：30〜21：00

2月14日

木 10：00〜18：00

3月13日

水 18：30〜21：00

3月14日

木 10：00〜18：00

4月10日

水 18：30〜21：00

4月11日

木 10：00〜18：00

5月15日

水 18：30〜21：00

5月16日

木 10：00〜18：00

6月12日

水 18：30〜21：00

6月13日

木 10：00〜18：00

7月10日

水 18：30〜21：00

7月11日

木 10：00〜18：00

8月 7日

水 18：30〜21：00

8月 8日

木 10：00〜18：00

9月11日

水 18：30〜21：00

9月12日

木 10：00〜18：00

10月 9日

水 18：30〜21：00

10月10日

木 13：00〜18：00

11月13日

水 18：30〜21：00

11月14日

木 10：00〜18：00

11月15日

金 10：00〜18：00

Schedule

内

容

コ ー チン グ を 受
け、基礎と全体像
を体験します。

学んだコーチング
を実践し、個人指
導を受けます。

チ ーム に 対 する
コ ー チン グ を 学
びます。

認定試験

学びの総まとめ

2019年 コーチング教育コース 概要
期間

2019年 1月16日（水）〜11月15日（金）

定員

12名

料金

600，
000円

会場

Overview

定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
お早めにお申し込みください。
500,000円 グループ・セッション、
フィードバック・セッション
100,000円 コーチング・セッション

沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」

（那覇市西3‑11‑1） ※会場は変更になる場合があります。
お申込
締切日

2018年12月14日
（金）
app@intelligence-u.com
上記のメールアドレスまで、お名前、ご住所、お電話番号、お振込み予定日をお知ら
せください。お振込み確認後、必要書類を郵送いたします。初日までに取り組んでい
ただきたい
「事前アンケート」
がございますので、お早めにお申し込みください。

お振込
締切日

2018年12月28日
（金）
500,000円を下記口座までお振込みください。
琉球銀行

東京支店

普通預金 口座番号：0067798

名義：カ）
インテリジェンス・アンリミテッド

尚、
コーチング料金の100,000円は、
グループ・セッション時に、

毎月10,000円を1月から10月まで現金でお支払いいただきます。

お問い
合わせ

☎ 098‑884‑0520（月曜日から金曜日までの9：00〜18：00）
または、

info@intelligence-u.com

までご連絡ください。

※「個人の成長」
と
「組織の成功」のコーチング教育コースのページもご参照ください。

INTELLIGENCE UNLIMITED

〜あなたの期待を超えて〜

INTELLIGENCE UNLIMITED

日

時

2019コーチング教育コース

体験説明会

第1回

2018年10月9日
（火）
14：00〜17：00

第2回

2018年11月8日
（木）
14：00〜17：00

※内容は両日ともに同じです。ご都合の良い日にご参加ください。

内

容

・コーチングとは
・なぜ今、コーチングなのか
・経営者、リーダーにコーチングが有効な理由
・関係性を深めチーム力を高めるコーチング
・コース修了者の事例
・コーチング教育コースの概要
※内容は変更になる場合がございます。

会

場

沖縄県男女共同参画センター
「てぃるる」
（那覇市西3−11−1）

参加費

無料

お申込

app@intelligence-u.com
上記のメールアドレス宛に参加希望日、お名前、
当日連絡がつく電話番号をお知らせください。

株式会社インテリジェンス・アンリミテッド
〔 東京本社 〕

〒108‑0023
東京都港区芝浦4‑19‑1 ケープタワー1406
TEL：03‑5442‑7788 FAX：03‑5442‑7789

URL

https://intelligence-u.com/

〔 沖縄オフィス 〕

〒903‑0801
沖縄県那覇市首里末吉町4‑2‑15
TEL：098‑884‑0520

LOOP 2‑H

info@intelligence-u.com

