DPT SEMINAR

過去28年間のセミナー実施実績！
導⼊500社以上受講者数30万⼈以上！

withコロナ時代の新しいセミナーのかたち ＝ ハイブリッドセミナー

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

を きつける、 かりやすい、 動を える
しいプレゼンのやり を 授します
⾃⼰流でプレゼンの をしても、上⼿くなりません。スポーツと同じで、よい先⽣、
よいコーチについて トレーニングを積まなければ上 しないのです。
セミナーでは、 し ・プレゼン の著者でもある⼀流 師陣が、2⽇間で 的に
プレゼンテーション技 を 授します
主任講師 箱⽥忠昭
主任講師 ドクターケン箱⽥
コロンビア⼤学 教育学博⼠
オーケストラ指揮者

ウィチタ州⽴⼤学修⼠、セントオラフ⼤学
学⼠、アメリカ在住30年、アメリカのカン
ザス州でカンザスウェスレアン⼤学教授歴
16年、サライナ交響楽団常任指揮者15年務
める。現在インサイトラーニング株式会社
社⻑。アメリカでの経験をもとにプレゼン
テーション・ネゴシエーション・時間管
理、英語でのコミュニケーション等に関す
る専⾨家として活躍。

慶應義塾⼤学商学部、ミネソタ⼤学⼤学院修了。
⽇本コカコーラの広告部マネージャー、エスティ・
ローダーのマーケティング部⻑、パルファン・イ
ヴ・サンローラン⽇本⽀社⻑を歴任。
昭和５８年、インサイトラーニング株式会社を設
⽴。プレゼンテーション・ネゴシエーション・セー
ルス・時間管理等のコミュニケーションに関する専
⾨家として、企業⼈の教育研修に専念。また、経営
者から新⼊社員を対象とした講演活動を⾏う。
NPO法⼈⽇本プレゼンテーション協会会⻑。
著書「できる⼈の話し⽅＆コミュニケーション」他
１００冊以上。ベストセラー作家。

このような
にお
めです
●プレゼンテーション⼒を めたいと えている 々

●アガリ を したい
● 理 ・ 業 理 ・ 担当者・マーケティング担当者
●
・研 ・ 事 などで 員 に わる 々
●国 事業 ・ 事業 ・ 易 などの
⾨の 々
● SE ・ OA 、業
⾨の 理者・スタッフ
メインテキスト、ワークブック、⼩冊⼦
（計6冊）、箱⽥忠昭の著書等合計9冊の
● 告 ・ PR 各 ⾨の 々
テキスト類
●その他コミュニケーション ⼒を 的に めたい

⽇本プレゼンテーション協会認定・発⾏の修了証進呈

セミナーの 徴

私たち⼈間社会の営みは、⾔うまでもなく職場をはじめ家庭でも、⼈と⼈との⼈間関
係によって成り⽴っています。そんな中で「⾃分の意思を相⼿に正確に伝える」とい
うことが重要になってきます。
このセミナーでは、これまでのプレゼンテーション・スキル指導の経験と実績をもと
に専⾨インストラクターにより、⾃分の意思を正確に伝えるためのスキルを理論と実
習から、修得していただきます。

中 の

的トレーニングです
金保

・返⾦保証 ２⽇間セミナーを修了して、万
⼀プレゼンがうまくならなかったと思われる⽅
には、授業料を返却致します。
・充実したテキスト類 メインテキスト、ワー
クブック、⼩冊⼦（計６冊）、箱⽥忠昭の著書
等合計９冊のテキスト類が貰えます！
・修了証の発⾏ ２⽇間のセミナーを修了した
⽅には、ＮＰＯ法⼈⽇本プレゼンテーション協
会発⾏の修了証を差し上げます！

弊 セミナー採⽤ 業の例

アクサ⽣命保険 アメリカン・エキスプレス アルフレッドダンヒル・ジャパン ⻘森原燃テクノロジー 伊
藤忠テクノソリューションズ NECマイクロシステム NGK⼈財開発 ＮＴＴデータ SAPジャパン エイ
ボン・プロダクツ オリエンタルランド オリックス オリンパス ⼩⽥急電鉄 ⼩野薬品⼯業 ⼤塚商
会 カルピス 花王 キッコーマン キヤノン キヤノンソフトウェア キリンビール グラクソ・ス
ミスクライン KDDI 原⼦⼒発電訓練センター コーニング・インターナショナル コニカミノルタホールデ
ィングス サッポロホールディングス 参天製薬 CSK シスコシステムズ JX⽇鉱⽇⽯エネルギー 四
国電⼒ JR東⽇本パーソネルサービス ジョンソン・エンド・ジョンソン 住友⼤阪セメント
シーメンス 新⽇本製鐵 積⽔ハウス ⻄友 第⼀三共 中外製薬 中部電⼒ デアゴスティーニ・ジ
ャパン 帝国ホテル デュポン 東京エレクトロンFE 東京ガス 東京証券取引所 東京ドーム 東京
都⽔道局 東芝 東洋エンジニアリング 東洋紡績 凸版印刷 トムソンコーポレーション ナイキジャ
パン なとり ⽇光ケミカルズ ⽇東電⼯ ニベア花王 ⽇本アムウェイ ⽇本エリクソン ⽇本原⼦
⼒発電 ⽇本シノプシス ⽇本シャクリー フィリップス ⽇本ロレアル ⽇本航空 パイオニア BASF
ジャパン ファイザー ブリヂストン 本⽥技研⼯業 マクニカ マニュライフ⽣命保険 三井不動
産 持⽥製薬 ヤクルト 吉野家ディーアンドシー リーボック・ジャパン ローソン
シスコシステムズ アサヒビール （他数百社）

セミナープログラム

受 ⽣の声
今回の研修を受講するのとしな
いのとでは、これからの⾃分の
業務レベルも普段の⽣活も全く
異なるものになるのではないか
と思うほど、得るものが多い研
修でした。
（Ｆ株式会社 M.T様）

DPT推薦の⾔葉

明るく楽しいセミナーで
⼤変良いと思います。内
⻑年悩んでいたアガリ症が
容も具体的で分かりやす
奇跡的になくなった。
かったと思います。
（K株式会社 H.O様）
（Ｓ株式会社 Y.H様）
⼤変勉強になりました。実践
で活かせることばかりでし
た。いつまでも忘れないで、
ずっと⼼に残ると思います。
ありがとうございました。
（株式会社Ｎ R.T様）

SMBCコンサルティング株式会社
元教育事業部⻑ ⼭⼝伸⼀ 様

ビジネス成功の要因は、相⼿を説得する⼒です。⾃⼰表現する⼒です。
トランプ⼤統領の例を⾒てわかるように強烈に⾃⼰を主張できる⼈が勝
っています。DPTセミナーは2⽇間で、この⼤事な説得⼒、主張⼒が⾝
につくように設計されており、受講した⼈のこれから⼈⽣が変わるほど
のインパクトがあります。

いますぐお申込みください！

これまでの ⾯でのセミナーのみならず、zoomを使った臨場 れるオンラインでの
のどちらかを 択できるハイブリッドセミナーといたします。 してご ください。
●
時間
またはオンライン2 ⽇間コース（1 ⽇⽬10:00 〜18:00、2 ⽇⽬9:30 〜17:00 ）
師 箱⽥ 昭、ドクター ケン箱⽥
1
94,500円（ 抜）テキスト代、ビデオ代、
代を む
開 場 インサイトラーニング研 （東 ・ ⽥）他
オンラインの場 zoomを使⽤
● 申し み
弊 ウェブサイト、またはお電 、FAXからお申 みいただけます。
http://www.insightlearning.co.jp/
TEL：03-3449-6301
FAX：03-6277-0385
ウェブサイト からのお申し みは下 申 書に必 事項を
ご の上、セミナー事 局 にFAX、または郵 下さい。
り しセミナーのご 内と 書等をご 付いたします。
● 料
・ 書が き 、指 ⾏の⼝ にお みください。
・お いは、 則として開 ⽇前⽇までにお願い します。
・ 料の い しは しません。
・ご都 が い場 は、代理の がご ください。
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1-10-7 AIOS五反⽥ビル807
TEL:03-3449-6301FAX:03-6277-0385E-mail:info@insightlearning.co.jp
http://www.insightlearning.co.jp

ＤＰＴセミナーお申
み書
※参加ご希望⽇をお選びください（２⽇連続となります）

セミナー時間は、1⽇⽬10:00〜18:00 2⽇⽬9:30〜17:00
2020年
□7/14・15（⽕・⽔） □8/18・19（⽕・⽔）□9/16・17（⽔・⽊）
□10/13・14（⽕・⽔）□11/12・13（⽊・⾦）□12/16・17（⽔・⽊）
＊オンラインでの参加ご希望の⽅はチェック願います □

