
ICPA国際エレガンスマナーThe�Finishing�Touch初級（10回）約30時間
日 概要 初級は、基盤の理解から考え方、少しずつ理解を膨らませていきながら、まずは立ち振る舞いを磨いていく

トピック 詳細

1 学びの基礎 基礎の理解　エチケット・マナーズ・プロトコールの言葉の意味と意義を理解し、学びを始める

2 歴史・宗教 日本史と世界史で日本と大陸の文化や精神の違いを歴史から

3 第一印象の作り方　 第一印象とは？世界で通用する効果的な第一印象の作り方　

4 姿勢・立ち振る舞い エレガンスとは姿勢・歩き方・立ち振る舞い

5 ドレスコード 国際水準ドレスコード　どんな場所でも完璧に振る舞う　途中面談

6 セルフイメージ カラーロジック・自分に似合うスタイルを見出す

7 国際挨拶・敬称・紹介 国際基準の挨拶・紹介の仕方・敬称　

8 社交マナー 社交する際のマナーと効果的でエレガントな社交方法

9 テーブルマナー フレンチコースで優雅なテーブルマナー（イギリス・フランス・アメリカ・大陸）

10 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPAA検定5~3級を受ける事　個人面談
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ICPA国際エレガンスマナーThe�Finishing�Touch中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、国際マナーの基礎を学習、少しレベルアップの内容で構成　より実践的に

カテゴリー トピック

1 国際交流・社交 国際交流の基本的なマナーと上手な社交方法　会話が苦手でも実践可能

2 イベント主催 少人数のお茶会から大きなパーティまで、イベント主催は、レディの腕の見せ所

3 会話 会話力は第３印象　会話のマナーと効果的な会話の方法

4 英文手紙の書き方とマナー 国際的な手紙の書き方とマナー

5 セルフイメージ実践 初級で学んだ事をベースに自分の最高の印象を実際に作り上げる

6 ワイン・バーエチケット 大人ならば常識、ワイン教養　バーでのエチケット

7 国ごとの贈り物マナー 印象に残る贈り物

8 パブリックスピーキング あらゆる場所で素敵な自己アピールができる様になると自信や人前に立つエレガントな表現が身に付く

9 世界のエチケット 英国を中心に世界のエチケットを比較して身につけ、国際交流に見合った振る舞いをする

10 ワイン実践 ワイン教養実践

11 アフタヌーンティ アフタヌーンティ教養の基礎・マナー

12 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPAA検定2級を受ける事　個人面談
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ICPA国際エレガンスマナーThe�Finishing�Touch上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　知識と実践を組見合わせ　上級に見合った振る舞いと知識を身につける　エチケッ

トは英国中心

カテゴリー トピック

01
英国ロイヤルプロトコ
ール　 プロトコールの基礎　プロトコールと言えば。英国から　レディの役目

02
西洋ウェッディング・
葬儀エチケット 西洋のウェディング葬儀エチケット　レディの役目

03
テーブルマナー・銀食
器の歴史 テーブルマナー歴史と銀食器の理解

04 テーブルマナー別国 中東・中国　その他の中から

05 海外レッスン 英国エチケット

06 海外レッスン 米国エチケット

07
ボディランゲージサイ
エンス 女性向け　ボディランゲージの化学で　人間関係を構築する（嘘発見・会話力向上・振る舞い向上）

08 思考術 さまざまな思考力でいろいろな角度から物事を見る事で、綺麗なだけの女性から賢い女性へ
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09 会話術 女性向け　上品で知的な会話術で　最高の自分を魅せる

10 パブリックスピーチ 人前で話す事　なりたい自分をアピールする

11 パブリックスピーチ 実践

12 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPAA検定準1級を受ける事　個人面談

ICPA国際エレガンスマナーThe�Finishing�Touch上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　知識と実践を組見合わせ　上級に見合った振る舞いと知識を身につける　エチケッ

トは英国中心

カテゴリー トピック
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ICPA国際紳⼠教養学The�Polished�Gentleman初級（10回）約30時間
日 概要 初級は、紳士学基盤の理解から考え方、少しずつ理解を膨らませていきながら学ぶ

トピック 詳細

1 学びの基礎 基礎の理解　紳士学とは言葉の定義と意義を理解し、学びを始める

2 歴史・宗教 日本史と世界史で日本と大陸の文化や精神の違いを歴史から学ぶ　紳士としての基礎知識

3 第一印象の作り方　 紳士として相応しい第一印象とは？世界で通用する効果的な第一印象の作り方　

4 姿勢・立ち振る舞い 紳士としての姿勢・歩き方・立ち振る舞い

5 ドレスコード 国際水準ドレスコード　どんな場所でも紳士として完璧に振る舞う　途中面談

6 セルフイメージ カラーロジック・ボディ・顔　タイプ別に自分に似合うスタイルを見出す

7 国際挨拶・敬称・紹介 国際基準の挨拶・紹介の仕方・敬称　

8 社交マナー 社交する際のマナーと効果的で紳士的な社交方法

9 テーブルマナー フレンチコースで紳士として必須のテーブルマナー（イギリス・フランス・アメリカ・大陸）

10 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPA検定5~3級を受ける事　個人面談
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ICPA国際紳⼠教養学The�Polished�Gentleman中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、少しレベルアップの内容で構成　より実践的に

カテゴリー トピック

1 国際交流・社交 国際交流の基本的なマナーと紳士としてネットワークを拡げる技術　会話が苦手でも実践可能

2 イベント主催 少人数のお茶会から大きなパーティまで、イベント主催は、レディの腕の見せ所

3 会話 紳士にとって会話術は必要不可欠！知らずに損をしない会話のマナーと効果的な会話の方法

4 英文手紙の書き方とマナー 国際的な紳士としての手紙の書き方とマナー

5 セルフイメージ実践 初級で学んだ事をベースに自分の最高の印象を実際に作り上げる

6 ワイン・バーエチケット ワイン教養は紳士の教養として必須　バーでのエスコート・エチケット

7 国ごとの贈り物マナー 紳士として際立つ　印象に残る贈り物

8 パブリックスピーキング 紳士は、自己アピールも上手　パブリックスピーキングはあらゆる場面で有効に

9 紳士のエチケット 紳士エチケット・エスコートを身につけ、紳士としてワンランク上をめざす

10 ワイン実践 ワイン教養実践

11 アフタヌーンティ 紳士としてのアフタヌーンティ教養・マナー

12 修了式 試験・修了式　IPA検定2級に挑戦　個人面談
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ICPA国際紳⼠教養学The�Polished�Gentleman上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　知識と実践を組見合わせ　上級に見合った振る舞いと知識を身につける　エチケッ

トは英国中心

カテゴリー トピック

01 英国ロイヤルプロトコ
ール　

プロトコールの基礎　プロトコールと言えば、紳士の国英国から　紳士の役目

02 西洋ウェッディング・
葬儀エチケット

西洋のウェディング葬儀エチケット

03 テーブルマナー・銀食
器の歴史

テーブルマナー歴史と銀食器の理解

04 テーブルマナー別国 中東・中国　その他の中から

05 海外レッスン 英国エチケット

06 海外レッスン 米国エチケット

07 ボディランゲージサイ
エンス

紳士としての鍵はここに　ボディランゲージの化学で　人間関係を構築する

08 思考術 さまざまな思考力でいろいろな角度から物事を見る事で、知的な紳士へ

09 会話術 会話術を磨き、最高の自分になる

10 パブリックスピーチ これまでの学習を全て生かして人前で話す

11 修了試験 パブリックスピーク・試験・個人面談
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12 修了式 まとめ・修了式 　IPA検定準1級に挑戦 個人面談

ICPA国際紳⼠教養学The�Polished�Gentleman上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　知識と実践を組見合わせ　上級に見合った振る舞いと知識を身につける　エチケッ

トは英国中心

カテゴリー トピック
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ICPAビジネスクロスカルチャーThe�Global�Professional初級（10回）約30時間
日 概要 初級は、国際ビジネスマナーを中心に理解を膨らませていきながら学ぶ（異文化理論のみ学びたい方は上級へ）

トピック 詳細

1 学びの基礎 基礎の理解　クロスカルチャーコミュニケーションとは言葉の定義と意義を理解し、学びを始める

2 歴史・宗教 日本史と世界史で日本と大陸の文化や精神の違いを歴史から学ぶ　グローバル人としての基礎知識

3 プロフェッショナル第一
印象

世界で通用する効果的な第一印象の作り方　

4 クライアントエスコート 国際的なクライアントの接待・エスコート

5 ドレスコード 国際水準ドレスコード　どんな状況にも対応できる　途中面談

6 セルフイメージ カラーロジック・ボディ・顔　タイプ別に自分に似合うプロフェッショナルスタイルを見出す

7 国際挨拶・敬称・紹介 国際基準の挨拶・紹介の仕方・敬称　

8 国際ビジネス交流 効果的なビジネスネットワーキングの方法とマナー

9 ビジネスダイニング 国際ビジネス上のテーブルエチケット

10 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPA検定5~3級を受ける事　個人面談

ICPA国際ビジネスクロスカルチャーThe�Global�Professional中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、国際ビジネスマナーとビジネスプロトコール実践（異文化理論のみ学びたい方は上

級へ）
カテゴリー トピック
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2 イベント主催 上質なビジネスイベントの主催　国際プロトコール

3 国際ビジネス会話術 国際ビジネス効果的な会話術

4 国際ビジネスメール・書面 国際的に通用するメール・書面の書き方、マナー

5 国ごとの贈り物マナー 国際ビジネス上重要　贈り物マナー

6 思考術 ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、クリエイティブシンキング、分析術など

7 思考術 ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、クリエイティブシンキング、分析術など

8 ボディランゲージサイエン
ス基礎

心理学を用いた非言語科学で国際コミュニケーションで得をする

9 国際会議・交渉術 心理学、思考術、会話術を用いた会議、交渉術　会議マナー

10 パブリックスピーキング基
礎

国際舞台で最も輝く　パブリックスピーキング基礎

11 パブリックスピーキング上
級編

自分のメッセージを伝え、影響力をもつパブリックスピーキング上級編

12 修了試験・修了式 試験・修了式　IPA検定2級に挑戦　個人面談

ICPA国際ビジネスクロスカルチャーThe�Global�Professional中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、国際ビジネスマナーとビジネスプロトコール実践（異文化理論のみ学びたい方は上

級へ）
カテゴリー トピック
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ICPA国際ビジネスクロスカルチャーThe�Global�Professional上級（12回）約35時間
概要 上級は、異文化ビジネス理論と国際ビジネス技術　上級のみの受講が可能

カテゴリー トピック

01 異文化ビジネス理論1 異文化　違いと理解　クロスカルチャー基礎

02 異文化ビジネス理論2 異文化ステレオタイプ

03 異文化ビジネス理論3 異文化理解の自己開発

04 異文化ビジネス理論4 異文化の人の思考と感性と行動

05 異文化ビジネス理論5 異文化の問題を超えたクロスカルチャーコミュニケーション

06 異文化ビジネス理論6 文化多様社会における異文化理論

07 ボディランゲージサイ
エンス上級編

心理学に基づき、あらゆる場面で、他人を見抜き、自分のメッセージを正しく伝える術

08 思考術（国際水準） 中級の思考術のトレーニング上級編　難しい問題に取り組み　議論会を行う

09 会話術（日英） 心理学、非言語科学に基づき、関係性を育てる会話術を磨く

10 プレゼン プログラムを通したプレゼン

11 修了試験 試験
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12 修了式 まとめ・修了式 　IPA検定準1級に挑戦　個人面談

ICPA国際ビジネスクロスカルチャーThe�Global�Professional上級（12回）約35時間
概要 上級は、異文化ビジネス理論と国際ビジネス技術　上級のみの受講が可能

カテゴリー トピック
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ICPA国際プロトコールThe�Global�Diplomacy初級（10回）約30時間
日 概要 初級は、国際プロトコールと国際ビジネスマナーを中心に理解を膨らませていきながら学ぶ

トピック 詳細

1 学びの基礎 基礎の理解　国際プロトコール・マナーとは言葉の定義と意義を理解し、学びを始める

2 歴史・宗教 日本史と世界史で日本と大陸の文化や精神の違いを歴史から学ぶ　国際人としての基礎知識

3 外交上の第一印象 世界で通用する効果的な第一印象の作り方　

4 接待プロトコール 国際的なクライアントの接待・エスコート

5 ドレスコード 国際水準ドレスコード　国際プロトコール　途中面談

6 セルフイメージ カラーロジック・ボディ・顔　タイプ別に自分に似合うグローバルスタイルを見出す

7 国際挨拶・敬称・紹介 国際基準の挨拶・紹介の仕方・敬称・順位　　外交プロトコール基礎

8 国際交流　外交編 効果的な外交ネットワーキングの方法とマナー

9 テーブルプロトコール 国際プロトコール上のテーブルマナー

10 修了テスト・修了式 テスト70点で合格　修了式　IPA検定5~3級を受ける事　個人面談

ICPA国際プロトコールThe�Global�Diplomacy中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、国際ビジネスマナーとビジネス実践

カテゴリー トピック
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2 イベント主催 VIPイベントの主催　国際プロトコール

3 国旗の扱い方・国賓 国旗の扱い方・席次・国賓エスコート

4 国際プロトコール会話術 国際プロトコール効果的な会話術

5 現代通信プロトコール 国際的に通用するメール・書面の書き方、マナー

6 国ごと贈り物プロトコール 外交で重要　贈り物マナー

7 ワイン教養 国際教養としてのワイン・お酒のマナー

8 思考術 ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、クリエイティブシンキング、分析術など

9 ボディランゲージサイエン
ス基礎

心理学を用いた非言語科学で国際コミュニケーションで得をする

10 パブリックスピーキング基
礎

国際舞台で最も輝く　パブリックスピーキング基礎

11 国際会議・交渉術 心理学、思考術、会話術を用いた会議、交渉術　会議プロトコール

12 修了式 試験・修了式　IPA検定2級に挑戦

ICPA国際プロトコールThe�Global�Diplomacy中級（12回）約35時間
概要 中級は、初級に引き続き、国際ビジネスマナーとビジネス実践

カテゴリー トピック
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ICPA国際プロトコールThe�Global�Diplomacy上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　欧米で指導されている国際水準のプロトコールマネジメント

カテゴリー トピック

01 プロトコールマネジメ
ント1

グローバルネットワーク、プロトコールがコミュニティを作る、シンボル、

02 プロトコールマネジメ
ント

伝統と現代、21世紀のプロトコール

03 プロトコールマネジメ
ント

成功するプロトコールマネジメント、リレーションシップマネジメント、株主の位置関係

04 プロトコールマネジメ
ント

リレーションシップマネジメントで成功させるネットワークづくり

05 プロトコールマネジメ
ント

ハイレベルイベントの主催　株主ランクを理解する　独自のプロトコールを設定

06 プロトコールマネジメ
ント

国賓順位　国賓関係を友好にする為のプロトコール　特例

07 プロトコールマネジメ
ント

企画　スケジュール　ゲストリスト　招待　交流サポート　難しい席次マネジメント

08 プロトコールマネジメ
ント

VIPゲストエスコート　到着　着席　コーディネート

09 プロトコールマネジメ
ント

非言語コミュニケーション　ソフトスキル　ネットワーキング　ドレス

10 プロトコールマネジメ
ント

オンラインマナー

11 修了試験 試験
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12 修了式 まとめ・修了式 　IPA検定準1級に挑戦

ICPA国際プロトコールThe�Global�Diplomacy上級（12回）約35時間
概要 上級は、ハイレベルな内容で展開　欧米で指導されている国際水準のプロトコールマネジメント

カテゴリー トピック
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