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人生で成功している人の多くは、技術やスキル、知識だけではなく、それらを効果的に動かす内面の人間性に

大きな魅力を持っています。

そして、それをフル活用している人こそ、高い『人間力』を持っていると言えるでしょう。

どんな時代や環境にも対応できる、このゆるぎない『人間力』を磨くことにより、

その人の持つ魅力や能力を伸ばし、結果として成果や成功を導き出せるのです。

リーダーとして部下との信頼関係を築く、意欲・やる気を引き出す、

人を動かす、チームとして成果を創り出す。

そのためにはコミュニケーション・スキルの集大成である実践心理学

「NLP」スキルを学ぶことが非常に有効です。

「NLP」スキルによって、単なるHowToを学ぶのではなく、『人間力』を高め、

『リーダーとしての生き方・在り方』が自然と身につきます。

　こんな方にお勧めです

・リーダーとして活躍している方、活躍したい方

・仕事の成果UPを目指す方

・人間関係をよくしたい方

・自分自身の可能性を広げたい方

・モチベーションアップをはかりたい方

・最近、壁や行き詰まりにお悩みの方　など

　このような効果が期待できます

人生の目標や夢、自分のビジョンを明確にできる

信頼関係が深まる、仕事の成果が上がる

コミュニケーションが円滑になる

リーダーシップの発揮、チームワークの向上

意欲・やる気が内側からあふれ出す

問題解決能力が深まる　…　Etc

アメリカ大統領も採用した最新コミュニケーション戦術を学び人間力を高める！

『プレジデントリーダーシップセミナー』の基盤となっている「ＮＬＰ理論」は、

実践心理学、脳科学を基礎とした最新のコミュニケーション理論です。

第42代大統領ビル・クリントンが選挙戦術として採用したことで知られるこの

心理学は、現在、ビジネス・プレゼンテーションや広告戦略、カウンセリングや

コーチング等に応用され、実践的で有効なコミュニケーション戦術として広く

活用されています。
 

『プレジデントリーダーシップセミナー』は、文部科学省認可（社）教育文化振興会の

生涯学習トレーナーが運営する、潜在的な能力や内面の意欲、やる気を引き出し、

人間力を高める事でお仕事や人生での成果を創り出すセミナーです。

「ワーク」と呼ばれる体験的な実習、ゲームを中心にした参加型の研修で、楽しく

学びながらリーダーとしての生き方、在り方が自然に身につきます。
 

経営者の方はもちろん、幹部社員、管理職、チームリーダー等の方、あるいは起業・

独立を目指している方、カウンセラーやセラピストなど人と関わるお仕事を目指しておられる方、社会や組織のリーダーとして

生きることを目指している皆様方、全てにお勧めです。
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受講生の皆様の声

双方向でやってきましょうという研修はよくあるが、結局講師が

一方的に話すものばかり。自発的にこんなに沢山発言した研修は、

このセミナーが初めてでした。（管理職 32才 男性）
　

これまで受けた中で、一番すばらしいセミナーでした。

（会社役員 33才 男性）
　

目標達成をする為の仕組みがすごい。（会社経営者 57歳男性）
　

一日一日がとても大切に感じられ、今、生きていること自体に

感謝できるようになった。（会社役員 37歳 男性）
　

モチベーションが継続するので仕事もプライベートも充実するように

なりました。（店舗管理 40歳女性）
　

受講生が所属されている会社の経営者の皆様の声

仕事に対する姿勢が意欲的になった。（会社経営者 58歳 男性）
　

発言に自信が感じられるようになった。（会社役員 40歳 女性）
　

能力はあるが対人トラブルの多かった社員の対人スキルが上がった。

チームでの成果が目に見えてきた。（会社経営者 45歳 女性）
　

部下や同僚と人間関係が良好になった。（会社経営者 61 歳 男性）

問題解決力が増し、部下への指導力も増した。（会社経営者 49 歳 男性）

リーダーシップ力が増して、人としての魅力が出てきた。（会社役員 37 歳 男性）

自信がついたように見受けられ、人間関係が良くなった。（会社経営者 53歳 男性）
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セミナーは 「活用する」 ためにあります

研修トレーナー紹介　園 田 茂 雄

レインフォレスト株式会社 代表取締役トレーナー

＜プレジデント リーダーシッププログラム チーフトレーナー＞

　　文部科学省認可（社）教育文化振興会・生涯学習トレーナー

　　JTA（ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾄﾚｰﾅｰｽﾞ ｱｿｼｴｰｼｮﾝ）正会員

　　米国ＮＬＰ協会認定マスター・プラクティショナー

　　（財）生涯学習開発財団プログラム認定エグゼクティブ・コーチ

一部上場アパレルメーカーでプランニング、マーケティング、教育研修などを担当。日本ベスト

ドレッサー賞選考委員などの公職を歴任、その後、独立しアパレルメーカーを設立、実ビジネスの

経営体験の後、人材教育研修会社レインフォレスト㈱を設立。研修プログラムを提供中。経営実業

体験からくる実践的で本質的な人材教育には定評があり、商社、百貨店、小売業、アパレル、

サービス業、メーカー、金融等幅広い業種に実績がある。

目白大学短期大学部非常勤講師、バンタンキャリアスクール主任講師。



Session1
『コミュニケーションの達人の極意。相手の心理が手に取るように
わかる究極の観察力』
うまくいくコミュニケーションの前提と法則を公開。あなたの印象は
たった3 秒で伝わっていた。その印象を一瞬で変えてしまう
テクニックとは？深層心理、それは目に見えない心の宇宙。
相手の考えている事、感じている事を読み取る究極の観察
テクニックとコミュニケーションスキルが自然な形で身につきます。

Session2
『驚異の人間理解術。「人を見抜く力」を会得し面接も交渉も営業も
エキスパートになる』
人には「五感システム」に基づく明確な３つのタイプがあります。
FBI のネゴシエーター（交渉人）も採用している、タイプ別
アプローチ法を実践的なロールプレイング法で徹底的に反復し、
交渉術、営業術、人の心を読み取り、人の心を動かすテクニックと
して習得していただきます。

Session4
『ミラクル質問術。これまでの問いかけは間違っていた。相手の
やる気と決断を引き出す秘技』
相手の心の潜在意識にある隠れた意図を引き出すEQ（効果的な
質問法）。
これを身につければ、言葉だけでは分からなかった相手が本当に
望んでいる事が面白いように理解でき、相手のよりポジティブな
意欲を引き出すことも可能となります。

Session3
『奇跡の玉手箱。これさえあれば、どんな難交渉も楽にうまく行く
悦楽の武器を身に付ける』
イチロー、北島浩介、タイガーウッズ、一流のアスリート達も取り
入れている自己意識活性法とは？
これまでの成功体験の記憶を呼び覚まし、うまく行っている際に
必ず起こっているある共通の意識を覚醒させ、ポジティブな脳に
変えていくスキルを体験的に身に付けていただきます。

Session5
『中間試験。前半の総まとめ＆振返り。過去のスキルを更に深め、
理解するための応用問題』
これまで学んだ事を、自分の職場や家庭、人間関係に当てはめ、
実践ロールプレイングを通して、より深く理解し、身につけて
いただきます。既にここまで来ると無意識レベルで様々なスキルを
使える方も多くなります。試験の答えはひとつではありません。
そして本当の答えはあなたの中にあります。

Session6
『成功者の会話術。どんな窮地からも大逆転を可能にする言葉の
力と問題解決コーチング法』
あなたが成功へ向かうのも、ピンチに陥るのも、実はあなたが発する
日常の会話にあったのです。言葉を変える事、それは自分と周りの
空気を一変させ、逆境を大逆転させる重要な要素なのです。
実践的に言葉を変化させるワークを通じて、人生をより良く運ばせる
ヒントをつかんで頂きます。

Session9
『本当の自分自身の発見のヒント。自分の知らない自分と出会い、
未来のゴールを描く』
科学的にデザインされた究極ともいえる目標達成プログラムを使い、
これまで学んだ事をベースに実際に未来のゴール（アウトカム）を描き、
実際に行動して達成するというプロセスを体験していただきます。
このプログラムを習慣化すれば、あなたの描いた未来は手に
出来たようなものです。

Session10
『プレジデントリーダーになる為の新たなスタート。次なる高みを目指して。
感動の認定式』
真のリーダー、それは、どんな苦境でも新しい機軸と新しい価値を
創り出すパイオニアです。家族を心から愛し、家族から愛され、豊かで
笑顔の絶えない家庭人としての存在もあるでしょう。人として尊敬を
受け、人間力を高めた存在であるからこそ、その結果として仕事も
成功し、人からも信頼され、愛される存在となります。

Session8
『タイムマシントラベル。輝く未来を手に入れるための、過去への
大いなる遺産を探す旅』
現状に行き詰まっている時、過去のいやな体験を書き換えたい時、
望ましい未来を創造したい時、このスキルが非常に功を奏します。
過去のすばらしい体験はもちろん、思い出したくないいやな体験も
実は、大切なリソース（資源）としてあなたの未来に役立てる事が
出来るとしたら？

Session7
『瞑想マジック。眠った潜在能力に目を向け、隠れた潜在意識を
呼び起こす最新の脳科学』
最新の脳科学でも実証されている人の「脳」に癒しと喜びを与える
スキルを学びます。脳は、潜在意識が未来をリードし、顕在意識で
実現しようとする傾向があります。潜在意識（右脳）に直接的に
働きかける脳レッスンを行うことで、未来に描くビジョンを現実に
するトレーニングを行います。
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募集定員 各コース 12名
参加費 ￥285,000-（消費税別）

　一括払・分割払（2回・5回・10回）可。金利手数料はかかりません。

　平日コース、週末コースをご選択下さい。
　（平日⇔週末の振替受講可能です）

個別参加費 1 回につき￥35,000-（消費税込） （初回参加は必須）

初回参加の後、平日、週末の各コースからお好きな回を選択、受講できます。

(但し、個別参加コースご希望の際は満席で受講できない事もあります)

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

究極のリーダー、プレジデントリーダーに必要な資質は何か？
このコースを修了された頃には、あなたはもう気づいているはずです。あとは、それを人生のさまざまなステージで使うだけ。

さあ、新しい出発です。『プレジデントリーダーシップセミナー』であなたが描く、輝かしい未来へ、行ってらっしゃい。

企画・運営　レインフォレスト株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 1-7-31　M-TOWER 401　TEL 03-5765-7548　FAX 03-5765-7549
info@rain-forest.jp
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