
一般社団法人アイアイ・アソシエイツ講座一覧表【2021/8/27更新】

【キャンセルポリシー】
お申し込みになられました講座を
お客様のご都合でキャンセルされる場合には、
キャンセル料金が発生いたしますことを予めご了承ください。

参加２週間前のキャンセル 参加料の10％
参加１週間前のキャンセル 参加料の50％
参加３日前のキャンセル 参加料の全額

■ 楽しく語らい集う日！「アイアイの日」（毎月11日開催） 2021年9月11日（土）14:00～16:00 五反田コルソ
参加費：500円（お茶代込み）その他 各ブースごとに500円／回 リーダー達とお茶を飲みながら話しませんか？

一般社団法人アイアイ・アソシエイツ 講座お申し込み書 （ お申し込み日 月 日 ）

講座名
□初参加 □再参加 （ 開催日 月 日 ）

お名前
□会員 □未会員（ ご紹介者 ）

備考
※「21世紀を⽣きる9つの項⽬講座」にお申し込みの⽅は、○をご記⼊ください。

・初参加 ・8つの項⽬に参加済 ・9つの項⽬に再参加 ・「据える」項⽬以降を創作するために参加

E-mail
TEL

ご住所

キリトリ

□参加費のお振込期日を確認しました

□お申込み時の注意事項（キャンセルポリシー）に同意する

五反田コルソ ：東京都品川区西五反田8-1-13 タケウチビル 2階
JR・都営地下鉄 五反田駅より徒歩約10分

【お問い合わせ】一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
E-mail : info@ii-associates.com HP : http://ii-associates.com

https://lin.ee/99j86y3

■ 『ii-koza リーダーフォローアップ勉強会』 ※オンライン（ZOOM）参加あり 講師：堤久美子

❖『人⽣のすべてがビューンと上昇する無意識フックの外し方講座』 講師：笠原 恵津子

❖『売り込まずに売れるトークエッセンス★セミナー』何でも売れる魔法のトーク 講師：川那邊光

❖ 『認定リーダーによる【ii-kozaリーダーフォローアップ勉強会】ビデオ視聴の会』 講師：笠原恵津子 山田美華

お支払い期日：開催3週間前（土日祝日の場合は前日の営業日） 15時
それ以降はお申込みから3営業日以内

＃3 9/10(金)19:00～21:30 ＃5 11/10(水)19:00～21:30
＃4 10/5(火)19:00～21:30 ＃6 12/10(金)19:00～21:30

参加資格：ii-kozaのリーダー、リーダー養成講座に参加した⽅ 持ち物：マニュアル
アイアイ講座のリーダーたちのためのフォローアップとしての『マニュアル勉強会』です。
毎回じっくり丁寧にマニュアルを単元ごとに扱います。参加費：5,800円 （税込）

オンライン開催（ZOOM）
参加費： 3,600円（税込）

フォローアップ勉強会（講師：堤久美子）の講座をZOOMで視聴して、認定リーダーが質疑応答いたします。アーカイブ視聴ではありません。当日オンラインでご参加ください。

＃3の録画視聴
9/12(日)19:00～21:30
9/22(水)10:00～12:30

＃4の録画視聴
10/9  (土)10:00～12:30
10/14(木)19:30～22:00

＃5の録画視聴
11/24(水)10:00～12:30
11/25(木)19:00～21:30

＃6の録画視聴
12/14(火)19:00～21:30
12/22(水)10:00～12:30

オンライン開催（ZOOM）

9/7 (火)10:00～12:00
9/23(木)20:00～22:00

参加費：アイアイリーダー 特別価格 5,500円 / 再参加 2,200円
アイアイリーダー以外 会員 7,700円 / 再参加 3,300円

未会員 11,000円 / 再参加 4,400円（税込）
10/4  (月)20:00～22:00
10/27(水)10:00～12:00

参加費：会員 3,600円 ／ 未会員 12,000円（税込）

※イキテクチカラの強化書つき
※どの無意識フックか、より詳しくわかるテスト付き

オンライン開催（ZOOM）

9/8 (水)10:00～12:00
9/25 (土)20:00～22:00
10/7 (木)10:00～12:00

10/22(金)20:00～22:00
10/24(日)20:00～22:00
11/4  (木)10:00～12:00

❖『21世紀を⽣きる9つの項⽬講座』 オンライン開催（ZOOM） 講師：笠原 恵津子

【9項⽬全部創作】
9/8 (水)13:00～16:00
10/13(水)19:00～22:00
11/24(水)19:00～22:00

参加費：初参加 会員 9,100円 ／ 未会員 17,900円
再参加者 会員 6,900円 ／ 未会員 13,500円 （税込）

【4据える 5抽象 6区別 7技術】
9/21  (火)19:30～21:30
10/7  (木)13:00～15:00
11/12(金)10:00～12:00

参加費：9項目に参加したことがある会員様価格 3,300円（税込）

新しい区別からあなたの天才性を創作しにお越しください。思いや夢を９つの項目で言葉にし、あなたらしく更にパワフルに生きてみませんか。

■「CFS (コーチング・フォー・セルフ)」 講師： 認定リーダー

参加費：会員 33,300円 未会員 39,900円 （税込）

9/6    (月)19:00～22:00
9/23  (木)13:00～16:00
10/11(月)10:00～13:00
10/20(水)19:00～22:00

魂の使命と肉体の使命を知る講座。 さらに、「抽象とは何か」をつかみ、
自分自身をコーチングできるようになるプログラムです。
この講座は単発講座で、１回の参加で完了します。

11/12(金)13:00～16:00
11/28(日)19:00～22:00
12/5 (日)15:00～18:00

お振り込み先銀行名：
三菱UFJ銀行 五反田支店
口座番号（普）０４３４６５３
口座名義：一般社団法人アイアイ・アソシエイツ

※五反田駅前支店とお間違えのないようお願いします。
※振り込み手数料はご負担ください。

NEW! ■『絶望シリーズ』 ※オンライン（ZOOM）参加あり 講師：堤久美子

Vol.1絶望のタイプを知る 8/30(月)19:00～21:30
Vol.2絶望の区別（1） 10/24(日)18:00～20:30
Vol.3絶望の区別（2） 12/18(土)18:00～20:30
Vol.4まとめと可能～サルトルとキルケゴール 日程未定

絶望のタイプを知る。
アイアイ講座創始者である堤久美子が「あなたの絶望」を
哲学の巨匠キルケゴールの区別から紐解きます。

❖『絶望シリーズ』ビデオ視聴の会 オンライン開催（ZOOM） 講師：認定リーダー

【Vol.1絶望のタイプを知る】 ・9/10(金)10:00～12:30 ・9/15(水)19:30～22:00 ・9/26(日)13:30～16:00 ・10/6(水)13:00～15:30
【Vol.2絶望の区別(タイプ別)】・10/29(金)13:00～15:30 ・11/6(土)14:00～16:30
【Vol.3絶望の区別(更に発展形)】・12/20(月)13:00～15:30 ・12/23(木)19:30～22:00
【Vol.4まとめと可能～サルトルとキルケゴール】 日程未定

参加費：会員 3,600円
未会員 6,900円（税込）

❖『答えはそこにない！ビジネスの神髄を体験しよう！』 講師：川那邊光

9/7 (火)19:30～22:00 ダイアログテーマ『地球脱出』 KBSケースメソッド活用（平山秀善 監修） 参加費：会員様のみ 8,800円 （税込）

参加費：会員 3,600円 ／ 未会員 6,900円（税込）

❖『ごきげんな毎日の過ごし方講座』 講師：山田美華

オンライン開催（ZOOM）

Vol.1 9/3(金)14:00～16:00
Vol.2  参加者の方と日程調整予定

参加費：会員 17,100円 ／ 未会員 22,000円（税込）

全2回連続講座 オンライン開催（ZOOM）

NEW! ◆『ニューリーダーによるFWBC』(リアル開催) 参加費：会員 33,600円/ 未会員 44,600円（税込）

【東京】講師：川那邊光 笠原恵津子
1日⽬ 10/17(日)10:00～18:00 
2日⽬ 10/18(月)10:00～12:00

【名古屋】講師：伊藤えり 山田美華
1日⽬ 11/26(金)10:00～18:00 
2日⽬ 11/27(土)10:00～12:00



❖『プロのアナウンサーによる～あなたを3倍以上魅力的に見せるズーム映え講座』 講師：フリーアナウンサー 中村 由紀

オンライン講座等での話し⽅や在り⽅は対面とは違います。ネット上でどのように話せば違和感なく伝わりやすいのかを、基本的な滑舌などの
テクニックから応用編まで網羅し、さらに、どのようにして限られた画面上で魅力的に見せられるのか等も含めてお伝えいたします。

※対象：講師など、オンラインでリードをする⽅

グループ 90分 ＊3名以上のご参加で開催確定となります。2名以下の場合は開催ができませんのでご了承ください。

参加費：会員 3,850円 / 未会員 7,700円（税込）
≪グループ入門編≫ ≪グループ基礎固め編≫≪実践トレーニング編≫

プライベート 60分 会員：7,700円 未会員：15,400円
※日程は講師との調整が必要になります。

一般社団法人アイアイ・アソシエイツ講座一覧表【2021/8/27更新】

【キャンセルポリシー】
お申し込みになられました講座をお客様のご都合でキャンセルされる場合には、
キャンセル料金が発生いたしますことを予めご了承ください。

参加２週間前のキャンセル 参加料の10％
参加１週間前のキャンセル 参加料の50％
参加３日前のキャンセル 参加料の全額

お振り込み先銀行名：
三菱UFJ銀行 五反田支店
口座番号（普）０４３４６５３
口座名義：一般社団法人アイアイ・アソシエイツ

※五反田駅前支店とお間違えのないようお願いします。
※振り込み手数料はご負担ください。

【プライバシーポリシー】
一般社団法人アイアイ・アソシエイツ（以下「当法人」といいます。）は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、以下のとおりプライバ
シーポリシーを定めます。
プライバシー情報の収集の目的
プライバシー情報の利用目的は以下のとおりです。
・当法人並びに株式会社アイプラス、CSiDOBATA 株式会社、株式会社アイアイ・プロダクツ、株式会社アイアイ・ブレイン、及びクヴェルアカデミー株式会社（以下「関連法人」といい、当法人と併せ
て「当法人グループ」といいます。）が提供する講座・イベントの情報提供
・当法人グループが提供する講座・イベントの際のアソシエイツ会員特典の適用
・アンケートやメールマガジン配信
・ご本人確認
・お問い合わせに対する対応
・本規約を含む当法人が定める各種規定（以下「本規約等」といいます。）に違反する行為の対応
・本規約等の変更などを通知するため
・上記利用目的に付随する利用目的のため
個人情報の提供
当法人は、プライバシー情報のうち個人情報保護法上の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を、お客様の同意なしに関連法人及び業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。
ただし、合併その他の事由による事業継承に伴って個人情報が提供される場合、
法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合には、お客様ご自身の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。
当法人グループ間での共同利用
当法人は、利用目的達成のため関連法人との間でプライバシー情報を共同利用します。
以上項目の他、ホームページにてプライバシーポリシーをご確認頂きますようお願い申し上げます。
http://ii-associates.com/privacy.html 

五反田コルソ ：東京都品川区西五反田8-1-13 タケウチビル 2階 JR・都営地下鉄 五反田駅より徒歩約10分

【お問い合わせ】一般社団法人アイアイ・アソシエイツ
E-mail : info@ii-associates.com HP : http://ii-associates.com

■『iiコーチングリーダー養成講座』 全2回 講師：後藤正美 / 石井紀子
参加費：33,600円 再参加：事務局までお問い合わせ下さい （税込） 参加資格：ii first-kozaリーダーの⽅

お支払い期日：開催３週間前（土日祝日の場合は前日の営業日） 15時 それ以降は、お申込みから3営業日以内

■「次元上昇講座」月１回ペース／全１０回 講師： 山田美華・笠原恵津子
参加費：会員 113,000円 未会員 135,000円 (税込)
今いる次元を知り、上昇を可能にする「次元上昇」について学びます。

■「アイアイリーダー養成講座」 月１回ペース／全１０回 講師：認定リーダー
参加費：333,000円（税込） リーダーの⽅の単発参加は1回 5,500円（税込）
参加資格：ii-koza#6まで参加した⽅

■「アイアイファーストリーダー養成講座」 月１回ペース／全１０回 講師：認定リーダー
参加費：168,000円（税込） リーダーの⽅の単発参加は1回 5,500円
参加資格：ii-kozaもしくはii first-koza#6まで参加した⽅ お支払い期日：開催3週間前 それ以降はお申込みから3営業日以内

■ 『ii first-koza リーダーのためのフォローアップ勉強会』 講師：堤久美子
参加費：5,800円 / （税込） お支払い期日：開催3週間前 それ以降はお申込みから3営業日以内

参加資格：アイアイファースト講座のリーダー、リーダー養成講座に参加した⽅ 持ち物：マニュアル
アイアイファースト講座のリーダーたちのためのフォローアップとしての『マニュアル勉強会』です。 毎回じっくり丁寧にマニュアルを単元ごとに扱います。

■「アイアイ講座」全2０回 講師：川那邊光・笠原恵津子

参加費：会員 138,000円 未会員 164,400円（税込）
1回⽬に体験参加いただく機会もございます。 参加費1回分：会員 6,900円 未会員 7,560円 （税込）

■「アイアイS講座」 月2回ペース／全2０回 参加資格 : ii-kozaを終了した⽅ 講師： 笠原 恵津子・稲田 佳世

参加費：会員171,000円 未会員 204,000円（税込）

■「アイアイファースト講座」全10回 講師：笠原恵津子

参加費：会員 69,000円 未会員 82,200円（税込）
1回⽬に体験参加いただく機会もございます。 参加費１回分：会員6,900円 未会員7,560円（税込）

❖ オンライン ZOOM版『アイアイ講座』 全20回 講師：石井紀子

参加費：会員 138,000円 / 未会員 164,400円（税込）

お支払い期日：開催3週間前の15時 それ以降はお申込みから3営業日以内

◆『ファンクション・ワークスフォローアップ』 ZOOM開催 講師：堤久美子

参加費：会員 4,700円 /  未会員 6,900円（税込）
参加資格： ファンクション・ワークスベーシックコースにご参加いただいた⽅

■「CFS  (コーチング・フォー・セルフ) リーダー養成講座」 講師： CFSリーダーリーダー
参加費： 105,400円 参加資格：CFSに参加したことがある
※CFSをCFSリーダーリーダーより公式価格で参加したことのある⽅は、参加費 83,100円でご参加いただけます。


