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第6回『EDUCATION DAY』の開催にあたって

AICI 東京チャプター会長
Keiko Nagao, AICI FLC

　AICI東京チャプターでは、今年もエデュケーションディを開催する運びとなりました。
第6回目にあたる今年のエデュケーションディのテーマは、“Think globally , Actlocally”
『世界規模で考え、足元から行動せよ』です。この言葉はもともと、環境問題を語るうえ
で非常に重要なフレーズとして世界的に有名なフレーズです。私達がこのフレーズを今回
のテーマとして選んだことには大きな理由があります。つまり、「グローバルレベルで通
用する水準と地域に根ざしたベストローカル、その双方を高いレベルで実現する。」これ
が、今、私達に求められている事ではないでしょうか。
　今回のプログラムのスピーカーには、アメリカのメディアでも大変に人気が高く、グロ
ーバルに活躍中のジャクリーン・ホイットモア, CSP氏をお招きすることとなりました。ジ
ャクリーン・ホイットモア, CSP氏はグローバル・コミュニケーション、マナーとプロトコ
ールのプロフェッショナルとして世界各国でトレーニングやコーチングなどを提供してい
ます。今回は、グローバルに進出する企業やビジネスパーソンのコンサルティングに必要
な知識やスキルを伝授いただける素晴らしいプログラムをご提供いただきます。
これからの世の中の流れは、急速に国境がなくなる時代に突入すると言われています。益
々グローバルな意識とその中での活躍が全てのビジネスパーソンに望まれてくることでし
ょう。2日間のエデュケーションディでは、時代の流れを先読みし、今後のイメージコンサ
ルタントとしての意識の在り方、業界をリードしていく牽引力とビジネスの方向性につい
ての学びを深め、また、世界中のメンバーと繋がって社会をより良い方向に変化させてい
くことに貢献できるヒントが見つかる事でしょう。
　AICIのメンバーだけでなく、イメージコンサルタントとしてご活躍中の方、あるいはこ
れからイメージコンサルタントになりたいとお考えの方、また、グローバル・コミュニケ
ーションやメディア・ブランディングに興味のある方のご参加を心よりお待ち申し上げて
おります。
　開催運営に於いては、AICI東京チャプターのメンバー、役員、多くの皆さんの献身的な
貢献と協力の元に成り立っています。ご尽力いただきました全ての皆様に、ここに感謝申
し上げます。
　11月15日、16日の2日間、会場でお会いすることを心より楽しみにしております。

ようこそ、『AICI東京チャプター 第6回エデュケーションディ』へ
We are proud of holding the 6th AICI Tokyo Chapter Education Day. The theme of this 
year is “Think globally, Act locally”. This is a phrase that has become famous through-
out the world as an extremely vital phrase when discussing environmental problems. We 
believe that there is an important significance in this phrase being selected as a theme. 
That is to say, we should “achieve high levels of both standards of operations at a global 
level and the best local approach rooted in the community.” At this very point of time, 
we believe that AICI will carry out this expected mission.
As a speaker, it is a great honor of inviting Jacqueline Whitmore, CSP, who is globally 
active and  popular with the U.S. media. She is providing training and coaching in various 
countries around the world, as a professional speaker in global communication, manners 
and protocols. 
It is said that national boundaries will rapidly disappear, and all business persons will be 
expected to act globally.  In her programs, we will anticipate trends in the time, look at 
our awareness as future image consultants, the direction of activities and business to 
lead the industry and search for hint how we can contribute to the society, linking with 
AICI members throughout the world. 
We are keenly hoping for participation not only AICI members, but also all the potential 
members, and those interested in global communication and media branding. 
I’m proud of AICI Tokyo Chapter Education Day has been achieved based on the 
dedicated contributions and cooperation of all of the AICI Tokyo Chapter members. 
Firstly, I would like to express my deep gratitude to their efforts on this occasion.
We are greatly looking forward to seeing you during our 2-day event on November 15th 
and 16th. 

　　　　　　　　　　　　　　
                                                   AICI Tokyo Chapter President

～Welcome to AICI Tokyo Chapter Education Day 2014～
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開催概要

■開催日
2014年11月15日（土）16日（日）

■CEUプログラム（1日目 0.4CEU　2日目 0.6CEU）
11月15日（土）
◇タ イ ト ル：『競合相手より輝き、上質のブランドを構築する』
◇スピーカー：ジャクリーン・ホイットモア, CSP
11月16日（日）
◇タ イ ト ル：『プロトコール、グローバルコミュニケーション、ビジネスマナーについて』
◇スピーカー：ジャクリーン・ホイットモア, CSP
　　　　　　　

◇会　　　場：〒101-0062
                     東京都千代田区神田駿河台4-6
                     御茶ノ水ソラシティ
                    「ソラシティカンファレンスセンター」
                     ２階　テラスルーム
                     http://solacity.jp/cc/access/index.html

◇アクセス    ・JR中央・総武線「御茶ノ水」駅　聖橋口から徒歩1分
                   ・東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅　B2出口直結
                   ・東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水」駅　出口1から徒歩4分
                   ・都営地下鉄 新宿線[小川町]駅　B3出口から徒歩6分

◇スケジュール予定　
 

          11月15日（土）
  9:00 a.m. ～ 9:35 a.m.　受付
  9:40 a.m. ～ 9:55 a.m.　オリエンテーション、会長挨拶
10:00 a.m. ～ 12:00 p.m. セッション　
12:00 p.m. ～ 1:00 p.m.  昼食休憩
  1:00 p.m. ～ 3:00 p.m.  セッション
  3:10 p.m. ～  3:30 p.m.  写真撮影
  3:30 p.m. ～ 5:30 p.m.  グループディスカッション
  5:30 p.m. ～ 6:00 p.m.  アンケート他

11月16日（日）　
 9:20 a.m. ～ 9:35 a.m.　受付
 9:40 a.m. ～ 9:55 a.m.　オリエンテーション
10:00 a.m. ～  1:00 p.m. セッション（途中休憩1回）
 1:00 p.m. ～ 2:00 p.m.　昼食休憩
 2:00 p.m. ～ 5:00 p.m. セッション（途中休憩1回）
 5:00 p.m. ～ 5:30 p.m.　アンケート他　

Saturday, November 15/2014 10:00 a.m. - 6:00 p.m.　（JST）
Sunday, November 16/ 2014　 10:00 a.m. - 5:30 p.m.　（JST）

November 15, 2014
◇ Session Title:「Outshine the Competition and Build a Better Brand」
◇ Speaker : Jacqueline Whitmore, CSP November 16, 2014
◇ Session Title:「Protocol , Global Communications and Business Manners」
◇ Speaker : Jacqueline Whitmore, CSP
◇ Location：「Sora City Conference Center 」
    Ochanomizu Sora City
    4-6 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0062
    2F Terrace Room 
　・
　・Direct access from Shin-Ochanomizu Metro Chiyoda Line (subway) Station Exit B2 via underground
　・4-minute walk from Ochanomizu Metro Marunouchi Line (subway) Station Exit B1 
　・6-minute walk from Ogawamachi Toei Shinjuku line Station Exit B3
http://solacity.jp/cc/common/pdf/access_visiter.pdf

◇Timeline   
  November 15 (Sat)
　  9:00 a.m. -  9:35 a.m. Registration
     9:40 a.m. -  9:55 a.m. Orientation, Presidential address
　 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Session 
　 12:00 p.m. -  1:00 p.m. Lunch
　  1:00 p.m. -  3:00 p.m. Session 
     3:10 p.m. -  3:30 p.m. Commemorative photo
     3:30 p.m. -  5:30 p.m. Group discussion
     5:30 p.m. -  6:00 p.m. Questionnaire

November 16 (Sun)
     9:20 a.m. -  9:35 p.m. Registration
     9:40 a.m. -  9:55 p.m. Orientation
    10:00 a.m. -  1:00 p.m. Session (one short break)
　  1:00 p.m. -  2:00 p.m. Lunch 
　  2:00 p.m. -  5:00 p.m. Session (one short break)
　　5:00 p.m. -  5:30 p.m. Questionnaire

■ CEU PROGRAM   (0.4 CEUs for 1st day attendance, 0.6CEUs for 2nd day attendance)　

■ DATE & TIME
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◇親睦会

スケジュール　

　
※カジュアルな親睦会です。お気軽にご参加ください。

2014年11月16日（日）　
会場　プロントイルバール　（ソラシティプラザ１階）

6:30 p.m. ～ 7:00 p.m. 受付　
7:00 p.m. ～ 9:00 p.m. 親睦会

 ◇Gathering Party

＊This is a casual gathering . Please feel free to join.

     Date : Sunday, November 16/ 2014
     Venue : PRONT IL BAR (Sola City Plaza 1F)

     

　　　　　  

Schedule : 
     6:30 p.m.  -  7:00 p.m. reception
     7:00 p.m.  -  9:00 p.m. party

" In order to earn AICI CEUs, participants must attend the entire session and fully participate in all activities."

  

  

※CEUプログラムでCEUポイントを取得するためには、
   プログラム開始から終了まで、時間の全ての参加が必須となっています。
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スピーカープロフィール

　ジャクリーン・ホイットモア, CSP*は、国際的に活躍
しているエチケットの専門家である。「Poised for 
Success（成功への万全の備え）」の著者であり、現在
第12版目が刷られ4カ国で出版されている。著書の副題
は、Mastering the Four Qualities That Distinguish 
Outstanding Professionals and Business Class: 
Etiquette Essentials for Success at Work （優れたプロ
と４つのビジネスクラスの品質を究め、仕事で成功するエチケットの重要性）。
　ジャクリーンは、1998年にエチケットビジネスの会社であるThe　Protocol 
School of Palm Beachを創設し、コミュニケーションとリーダーシップに関する
研修プログラムを基本として、世界各国の大手企業や機関に対してエグゼクティ
ブ・コーチングを提供している。また、世界中のテレビ番組やラジオで、人気の
高いゲストとしてCNN International、FOX News、National Public Radioといっ
た名だたる番組に出演。The New York Times、USA Today、The Wall Street　
Journal、The Financial Times、Glamour、Men’s Health、Elle、Fortune、そし
てO: The Oprah Magazineなど、数多くの全米および国際的に著名な新聞や雑誌
で特集されたり、自身のコメントがこれらの媒体に引用されたりしている。
Entrepreneur.comの寄稿者でもある。
　現在の事業を始める前は、Northwest Airlinesの国際線のフライトアテンダン
ト、そしてパームビーチにあるThe Breakers HotelのPRマネージャーを歴任。
プライベートでは、旅行、ダンス、執筆、そして夫のブライアンと2匹の犬と過
ごすことを楽しんでいる。

*CSPとは、全米講演者協会（National Speakers Association）認定のCertified Speaking Professional
（プロ講演者）の略称。この認定を受けているプロ講演者は世界で１０％程度である。

Jacqueline Whitmore, CSP

Jacqueline Whitmore, CSP is an international etiquette expert and the 
author of Poised for Success: Mastering the Four Qualities That Distin-
guish Outstanding Professionals and Business Class: Etiquette Essentials 
for Success at Work, which is currently in its 12th printing and has been 
translated in four languages. 
In 1998, she founded The Protocol School of Palm Beach, a business 
etiquette company that provides communication and leadership training 
programs, keynotes and executive coaching to leading corporations and 
organizations worldwide. Jacqueline is a popular guest on radio and 
television shows around the world and has appeared on CNN Interna-
tional, FOX News and National Public Radio, among othersShe has been 
featured or quoted in hundreds of national and international newspapers 
and magazines including The New York Times, USA Today, The Wall 
Street Journal, The Financial Times, Glamour, Men’s Health, Elle, 
Fortune, and O: The Oprah Magazine. She is also a contributing writer 
for Entrepreneur.com.
Prior to starting her business, Jacqueline was an international flight 
attendant with Northwest Airlines and a public relations manager for 
The Breakers Hotel in Palm Beach, Florida. In her spare time, Jacqueline 
enjoys traveling, dancing, writing and spending time with her husband, 
Brian, and their two dogs.
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■日時
１１月１５日（１日目）

■タイトル
「競合相手より輝き、上質のブランドを構築する」

■概要

実習を通して、有名人や著名人がパーソナルブランドを高めるために用いるテ
クニックを学びます。インターネット上で、自分自身を売り込むための効果的
な方法を紹介します。顧客を見つけてビジネスを伸ばし、競合相手より際立つ
ためのマーケティング戦略、そのトップ５を共有していきます。さらに、あな
たがターゲットとする市場を明確にし、効果的な契約書や提案書を作成し、プ
ログラムの値付けや利益向上策について、その方法を学びます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
                                               

ジャクリーン・ホィットモア, CSP

15 November
DAY 1: Outshine the Competition and Build a Better Brand
In this hands-on workshop, you will learn the techniques celebrities and other 
famous people use to elevate their personal brand. Jacqueline Whitmore will 
show you how to market yourself more effectively on the Internet and in person. 
She will share her top five marketing strategies to help you find clients, grow 
your business and stand out above the competition. In addition, you will gain the 
tools to identify your target market, write effective contracts and proposals, 
price your programs and make a bigger profit.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                       
Jacqueline Whitmore, CSP

CEUプログラム

■日時
１１月１６日（２日目）

■タイトル
「プロトコール、グローバルコミュニケーション、ビジネスマナーについて」

■概要

世界経済の中で競争し繁栄させるために必要なものをあなたは持っていますか？特に国
外でビジネスをしたいならば、人間関係こそが全てです。この実習では、世界の様々な
地域における「dos and taboos (やっても良いこととタブー)」について、そして東洋のマ
ナーが西洋のマナーとどう違うかについて話し合います。また、自分自身や周囲に恥を
かかせる可能性のある不注意な失敗を回避するための秘訣や、国際的な顧客や同僚と長
続きする関係性を構築していくための方法を共有します。

                                                        

                                                                          ジャクリーン・ホィットモア, CSP

16 November
DAY 2: Protocol, Global Communications and Business Manners
Do you have what it takes to compete and thrive in the global economy? 
Relationships are everything, especially if you want to do business outside of your own 
country. 
In this workshop, Jacqueline Whitmore will discuss the dos and taboos for various regions 
of the world and how Eastern manners differ from Western manners. 

or others, and show you how to create long-lasting relationships with international clients 
and colleagues.

                        
                                                              Jacqueline Whitmore, CSP

Presents
AICI TOKYO CHAPTER WORKSHOPS
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※CEUプログラムでCEUポイントを取得するためには、プログラム開始から終了まで、
　時間の全ての参加が必須となっています。

" In order to earn AICI CEUs, participants must attend the entire session and fully participate in 
  all activities."



募集要項

■申込み方法　　　　

　1．AICI東京チャプター、エデュケーションディ申込みフォームよりお申し込みください。
   　申込みフォームはこちらです　→　http://goo.gl/p0beLy
　　AICI本部登録をしているお名前でお申し込みください。尚、お電話でのお申し込みは受け付けておりません。
　2．早期割引価格適用期間中にお申し込みをされた方は、10月21日（月）までに着金が完了するようにお振り込みください。
   　早期割引期間終了後にお申し込みをされた方は、10月31日（金）までに着金が完了するようにお振り込みください。
   　振り込み先は出欠フォームに記載してあります。
　3．それぞれの着金完了期限までに送金がなかった場合には、参加申し込みを取りやめたものとみなして処理いたします。
　4．早期割引期間終了後、並びに通常申込み期間終了後にお振り込みが確認された方に、参加確定のご連絡のメールを
   　お送りいたします。

■注意事項
    会場内は飲食可能です。お飲み物等各自でご用意をお願い致します。
    昼食の提供はございませんので、お弁当もしくは周辺のレストランをご利用下さい。

■開催当日の緊急連絡先
    11 月15日・16日の緊急連絡先につきましては、参加者の方に事前にご連絡いたします。

■問合せ
　◇エデュケーションディに関する総合的なお問合せ
   東京チャプターＶＰエデュケーション　宮本　雅恵
   メール：educationday@aicitokyo.com　　電話：03-6868-6067　

■参加費用　

　◇ CEU プログラム　
　2014年10月21日（火）までに支払い完了の場合（早期割引）　
　●15日・16日プログラム   　 ・AICI 会員45,000 円　　・AICI 非会員55,000 円
　●15日プログラムのみ参加　 ・AICI 会員36,000 円　　・AICI 非会員46,000 円
　●16日プログラムのみ参加    ・AICI 会員36,000 円　　・AICI 非会員46,000 円
　2014年10月22日（水）～ 10月31日（木）までに支払い完了 の場合　
　●15日・16日プログラム　　 ・AICI 会員55,000 円　　・AICI 非会員65,000円
　●15日プログラムのみ参加    ・AICI 会員41,000 円　　・AICI 非会員51,000 円
　●16日プログラムのみ参加    ・AICI 会員41,000 円　　・AICI 非会員51,000 円
　※参加費にはCEUプログラム受講料、３時のお茶代を含みます。※参加費は税込みです。　　　　　　　

■ CEUプログラム参加取りやめへの対応について　
　1.地震や自然災害発生による中止の場合や国・自治体からの開催自粛要請を受けCEUプログラムの開催が中止となった場合
　  には、CEUプログラムへの参加費から実費を差し引かせて頂き、残金を返金致します。
　2.自主的に参加を見合わせた事による不参加の場合には、参加費の返金は致しかねます。悪しからずご了承ください。

■個人情報の管理について　
　AICI　国際イメージコンサルタント協会東京チャプターでは、エデュケーションディ参加申込みを通じて収得した個人情　
　報を厳正に管理し、エデュケーションディの実施・定例会などのご案内の目的にのみ利用し、法令で定める場合を除き
　第三者に提供致しません。

■宿泊施設の斡旋について
　当会では、エデュケーションディ参加の方への宿泊施設の斡旋・手配はしておりません。
　ご自身でホテルの手配をして頂きますようお願い致します。

■HOW TO APPLY　　 
　1. Online application; http://goo.gl/HeH1bI
   Please fill out your name that you registered with AICI Headquarter. Online application will be accepted only.
　2. Please pay a registration fee which mentioned in online application form within 1 week after your registration.
　3. You will receive confirmation letter by e-mail when payment is received and confirmed.

■Interpretation 
　The CEU program will be performed in English, and a consecutive interpretation service into Japanese will be provided.
　Please note that AICI Tokyo Chapter will not arrange consecutive interpretation into other languages.
　For participants who need interpreter for your own language, interpreter’s companies are followings. 
　◇ SIMUL INTERNATIONAL　http://www.simul.co.jp/en/interpreter/index.html
　◇ ISS 　   http://www.issjp.com/en/index.html
　◇ GLOVA  http://www.glova.co.jp/english/
　If you have any questions, please feel free to contact: Masae Miyamoto, VP Education of AICI Tokyo Chapter 
　e-mail: educationday@aicitokyo.com   Phone: 03-6868-6067 (Only in Japanese)

■Notice
　Eating and drinking are allowed inside the venue.
　No lunch will be provided so please buy boxed meals or eat at a restaurant nearby.
　Please bring your drinks　during the sessions

■CAUTION
　We deal with application in order of applications. At the time of Early Bird dead line it might take time to deal with 　   
　applications. Please understand this and apply EARIER. 
　If 2 weeks will have passed without your payment after application, your application will be canceled.

■CONTACT ON EMERGENCY
　The emergency contact number during the Education Day will be notified for the participants prior to the date.

■CONTACT
　Masae Miyamoto, AICI FLC, VP Education of AICI Tokyo Chapter
　e-mail:educationday@aicitokyo.com　
　Phone: 03-6868-6067 (Only in Japanese)

■FEE                             
　Early Bird if you pay by October 21, 2014  
　2 days Full Price (1.0CEU’s) sessions　・AICI Member  JPY45,000・Non Member  JPY55,000
  15th One day Price (0.4CEU’s) sessions ・AICI Member  JPY36,000・Non Member  JPY46,000
  16th One day Price (0.6CEU’s) sessions ・AICI Member  JPY36,000・Non Member  JPY46,000

   General fee: October22-October31, 2014
   2 days Full Price (1.0CEU’s) sessions   ・AICI Member  JPY55,000・Non Member  JPY65,000
  15th One day Price(0.4CEU’s) sessions  ・AICI Member  JPY41,000・Non Member  JPY51,000
  16th One day Price (0.6CEU’s) sessions ・AICI Member  JPY41,000・Non Member  JPY51,000
  ＊ The fee include tuition and tea at 3p.m. ＊ Tax is included.

■Our policy toward the cancellation of CEU Program　 
   1. If we cancel CEU Program by natural disaster, we will pay back the fee excluding our cost.
   2. If you cancel your participation on your own, we will not pay back the fee.
   (Regarding the maintenance of Individual Info)
   Association of Image Consultants International (AICI) Tokyo Chapter will manage Individual Info carefully got from 　
　participation of Education Day and use the information only with the aim of introduction of running this education day.

■Attendance to the Hotels
   We do not attend to the Hotels for the participants of Education Day.
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実行メンバー・役員

■AICI 東京チャプターボードメンバー  Board members of AICI Tokyo Chapter
●永尾 敬子, AICI FLC [Keiko Nagao, AICI FLC] 会長/AICI本部インターナショナル・ヴァイス・プレジデント・オブ・エデュケーション
   [President/AICI International Boad of VP Education]
●宮本 雅恵, AICI FLC [Masae Miyamoto, AICI FLC] 副会長/VPエデュケーション　[President Elect / VP Education]
●吉村 ひかる, AICI FLC [Hikaru Yoshimura, AICI FLC] VP秘書  [VP Secretary] 
●あべ りか, AICI FLC [Rika Abe, AICI FLC] 会計/VPメンバーシップ　[Treasure / VP Membership]
●神津 佳予子, AICI CIP [Kayoko Ikuko Kozu, AICI CIP] 前会長  [ Past immediate President ] 
●大森 ひとみ, AICI CIM [Hitomi K.Ohomori, AICI CIM] 元会長/元インターナショナルボードメンバー
　[Past President/ Past International VP Education] 
●田中 かす美, AICI FLC [Kasumi Tanaka, AICI FLC] VP マーケティング　[VP Marketing]
●三上 敦子, AICI FLC [Atsuko Mikami, AICI FLC] VP ミーティング　[VP Meeting]
●逆井 直人, AICI FLC [Naoto Sakasai, AICI FLC] VP コミュニケーション　[VP Communication]

■エデュケーション・コミッティー  Education Committee　
●宮本 雅恵, AICI FLC [Masae Miyamoto, AICI FLC] 
●鵜居 由記衣, AICI FLC [Yukie Ui, AICI FLC] エデュケーション・コミッティー コチェア
●伊藤 由利子, AICI [Yuriko Ito, AICI] エデュケーション・コミッティー コチェア　
●海野 あかね, AICI FLC [Akane Unno, AICI FLC]
●あべ りか, AICI FLC [Rika Abe, AICI FLC]
●魚田 純, AICI [Jun Uota, AICI]
●梶本 敦子, AICI FLC [Atsuko Kajimoto, AICI FLC]
●坂井 二朗, AICI FLC [Jiro Sakai, AICI FLC] 
●杉本直鴻, AICI [Naoko Sugimoto, AICI]
●鈴木 結美子, AICI FLC [Yumiiko Suzuki, AICI FLC]  
●田中 かす美, AICI FLC [Kasumi Tanaka, AICI FLC] 
●福田 大介, AICI [Daisuke Fukuda, AICI] 
●船崎 紀子, AICI [Noriko Funazaki, AICI] 
●三上 敦子, AICI FLC [Atsuko Mikami, AICI FLC] 
●三原 直美, AICI FLC [Naomi Mihara, AICI FLC] 
●吉村 ひかる, AICI FLC [Hikaru Yoshimura, AICI FLC]
●八木 理恵, AICI FLC [Rie Yagi, AICI FLC]
●渡辺 未知, AICI FLC [Michiyo Watanabe, AICI FLC]

■編集コミッティー　Editorial Committee

■翻訳コミッティー　Translation Committee
●吉川 紀子, AICI [Noriko Yoshikawa, AICI] 翻訳コミッティー チェア
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エデュケーションディの開催にあたり
ご協力いただきましたすべてのボランティアスタッフに対して

心よりの感謝の意を表します

ＡＩＣＩ東京チャプター
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