
みなさまの企業も人材育成への投資が必要です

グローバル社員育成の海外教育研修

≪目的≫　企業が将来の生き残りや事業の発展・拡大を優秀な若手社員に託すのは、当然です。そして、その
　　　　　若手社員を育成するのは、企業の重要な使命です。では、社運を託す若手社員に求めるものは何で
　　　　　しょうか。実行力があり、アイディアに富み、世界のビジネス界で相手と互角に渡り合える知識・
　　　　　経験を備えた人材ということではないでしょうか。そこで、この人材は、社外から求めるのでは
　　　　　なく、貴社の若手社員の中から選抜し、育成されてください。
　　　　　私共、ＡＢＩＳでは、個人からグループまで、そして、ご予算に応じて１週間から数カ月に渡っての
　　　　　グローバル人教育講座を受講していただける最適な研修機関をご紹介いたします。人材育成は、未来
　　　　　への確実な社内投資であり、企業の大きな資産であります。
　　　　　まずは、私共にご相談ください。Ｅーｍａｉｌでは、２４時間対応いたしております。

≪海外教育研修エグゼクティブ・コースとは≫
　　　　　海外教育研修のエグゼクティブ・コースは、研修機関やプログラムの内容によって、研修費用は
　　　　　様々です。アメリカでのＪ１ビザ有給インターンシップですと長期間（１２ヶ月～１８ヶ月間）
　　　　　を企業で就労しながら報酬（通常は出ます）を得ることが出来ますので、経済的には有利です。

≪海外教育研修の種類≫
　　　　　①それぞれの業種（業界）に応じて「実践用ビジネス英語とビジネス・マネジメントを修得する」
　　　　　　エグゼクティブ・プログラム

研修国 研修期間 研修機関 研修費用

アメリカ ＵＣＬＡ

イギリス １週間 ハーバード大学 研修機関や

フランス ｜ コロンビア大学 プログラム内容

　オーストラリア ３ヶ月間 各種専門学校 により異なります

中　国 各種現地企業

　　　　　②それぞれの業種（業界）に応じて「就労しながら有給（報酬）を得て実践を習得する」
　　　　　　プログラム

研修国 研修期間 研修機関 研修費用

１週間 研修機関や

アメリカ ｜ 同上＋現地企業 プログラム内容

１８ヶ月間 により異なります

≪特色・メリット≫
　　　　①研修や就業体験を通じてインターナショナルなビジネス・センスやスキルを養うことが出来る
　　　　②短期集中でビジネス英語が早期マスター出来ると共に異文化の体験が出来る
　　　　③海外のビジネス・パーソンとの一生の人脈を築くことが出来る
　　　　④海外生活体験が個人的な成長の上で大きなプラスに出来る
　　　　⑤コストパフォーマンス（費用対効果）が非常に高いと言える

■研修コースの選定早見表
育成者数 研修期間 研修派遣国 研修機関 研修費用 派遣するに当たっての問題

グループ派遣

１週間～１ヶ月間 アメリカ
ＵＣＬＡ ●費用：研修費用の負担は、会社か？

ハーバード大学 ●休暇：会社としての長期出張扱いが

１ヶ月間～３ヶ月間 ヨーロッパ
コロンビア大学 　　　　可能か？

各種専門学校
手配内容により異なります

個人派遣

１週間～３ヶ月間 オーストラリア

上記学校＋現地企業就労体験

■費用：研修費用の負担は、個人か？

■休暇：会社としての長期出張扱いが

３ヶ月間～１８ヶ月間 アジア・中国
　　　　可能か？また、休職扱いや

　　　　復職制度適用出来るか？



者

間

業

≪海外研修までの流れ≫
              ①貴社へのヒヤリングの提案（研修目的・研修先国・期間・参加予定数等）

　　　　　②貴社内での研修渡航者の人選（募集等）

　　　　　③英語力（読解力、会話）のチェック（アメリカ現地提携先による）

　　　　　④研修渡航者の最終決定と渡航手続き開始

　　　　　⑤研修渡航者のご要望等のヒヤリング

　　　　　⑥ご出発前オリエンテーション

≪海外渡航後のサポートについて≫
　　　　（アメリカの場合）

　　　　　現地オフィスのスタッフによる各種サポートを受けることが出来ます。渡航後直ぐは、慣れない土地や環境で、ご自身一人の力では

　　　　　解決が難しいことも出て参ります。私共と現地スタッフが、全力でお手伝いをいたしますので、現地サポート・プログラムを有効に

　　　　　ご活用ください。

　　　　（その他の国々の場合）

　　　　　私共、ＡＢＩＳのネットワークを活用し、提携先のサポートを受けることが出来ます。

≪海外研修プログラム例≫
派遣国（都市） 業種 期間 対象者・条件 研修目的（例） プログラム内容 滞在方法

アメリカ 大手商社 ４週間 ・公認会計士 ・英語力と英語学習へのモチ ・派遣者とのコンサルティング ・ホームステイ

（ボストン） ・3年以上の経験者 　ベーション・アップ 　の上で詳細決定 ・寮

（サンディエゴ） ・TOEICスコア650以上 ・アカデミックな環境の中での ・TOEICVやERSANTの結果によ

（サンフランシスコ） 　学習 　語学コースを決定

アメリカ 大手不動産 １週間 ・新入社員研修 ・新入社員の英会話研修 ・午前は、学校での英会話の授 ・ホームステイ業

（CA州グレンドーラ） ・午後は、教養・文化に触れる

　ためのツアーに参加

アメリカ ＩＴ 7～10日間 ・技術系管理者 ・短期間での技術系管理職の ・UCLAでの実績ある講師、産 ・研修場所に近い

（ロサンゼルス） 　マネージメントスキル修得 　界の著名人達による24コース 　　ホテル

・コースには、世界各国からの 　の中から4コースを選択して

　参加があり、様々な人脈の 　いただきます。

　構築

アメリカ 大手金融 3ヶ月間 ・経営幹部候補生 ・語学をメインにMBA要素を ・Pre-MBAプログラム ・ホームスティ

（ペンシルバニア州） 　兼ねた研修 ・ハバードビジネス・レビュー

・現地ビジネスマンとの人脈 　を使ってのケーススタディや

　を構築 　プレゼンテーション、交渉力

　の養成など実践プログラム

アメリカ 大手メーカー 10週間 ・人事総務部社員 ・語学習得と海外ビジネスマネ ・講義やディスカッションを通 ・キャンパス内の

（カリフォルニア州） ・海外赴任予定者 　ジメントの修得 　て、最新のマネジメント法と 　アパートメント

・幹部候補生 　戦略について学びます。

・現地企業訪問等を通じて、

　アメリカ・ビジネス実務に

　ついて理解を深めます。

アメリカ 投資会社 12ヶ月間 ・勤続５年以上 ・現地ビジネスマンとの人脈 ・8週間のビジネス研修、16週 ・ホームステイ

（ボストン ・海外赴任予定者 　の構築 　のビジネス実践講習、12週間 ・アパートメント

（ロサンゼルス） ・TOEICスコア700以上 ・徹底したビジネス英語の習得 　のインターンシップ

・世界各国からビジネスマンが

　集まり、専門的知識を学ぶ

　プログラム

アメリカ リフォーム業 4週間 ・若手社員 ・体験を兼ねたインセンティブ ・現地教師宅でのホームスティ ・ホームスティ

（マイアミ） 　な研修 　をしながら英会話とアクティ

（ラスベガス） ・現地のカルチャーに多く触れ 　ビティ

（サンフランシスコ） 　る機会を得る ・リフォームメーカーの視察や

　ホームショー等の展示会見学

アメリカ 大手監査法人 8週間 ・対海外対応従事者（及び予定 ・短期間でのビジネス英会話の ・アメリカ一流大学での短期 ・ホームスティ

（ボストン） ・業績優秀者 　習得とモチベーションアップ 　集中ビジネス英会話 ・キャンパス内の

（ニューヨーク） ・各国のビジネスマンとの人脈 ・ハーバード大学、コロンビア 　レジデンス

（ロサンゼルス） 　構築 　大学など約10校での少数制の

　ビジネスマン・エグゼクティ

　コース



イギリス 大手商社 ４週間 ・公認会計士 ・英語力と英語学習へのモチ ・派遣者とのコンサルティング ・ホームステイ

（ロンドン） ・3年以上の経験者 　ベーション・アップ 　の上で詳細決定 ・寮

（オックスフォード） ・TOEICスコア650以上 ・アカデミックな環境の中での ・TOEICVやERSANTの結果によ

（ケンブリッジ） 　学習 　語学コースを決定

フランス 貿易会社 4ヶ月間 ・公認会計士 ・フランス語での業務が行える ・日常会話とビジネススキルを ・ホームステイ

（パリ） ・3年以上の経験者 　ようになる 　習得 ・学生寮

・TOEICスコア650以上 ・現地の文化・週間や背景を知 ・会議、商談、プレゼンテーシ

　ン等のコミュニケーション

　スキルを学ぶ

オーストラリア ＩＴ 40週間 ・勤続５年以上 ・英会話の向上と海外ＩＴの ・ＩＴ基礎、プロジェクトマネ ・寮

（シドニー） ・幹部候補生 　知識の習得 　ジメントの技術的スキル、

　システムサポート、ネット

　ワーク導入、プログラミング

　等のＩＴ全般のプログラム

オーストラリア 飲食チェーン 25週間 ・海外赴任予定者 ・語学の習得 ・20週間の日常会話とビジネス ・ホームスティ

（シドニー） ・幹部候補生 ・現地での人脈の構築 　英会話の習得 ・レジデンス

（ケアンズ） ・5週間のマネージメントに

（ブリスベン） 　ついての徹底修得

中国 繊維メーカー 9ヶ月 ・勤続年数３年以上 ・中国語でのコミュニケーショ ・一流語学学校での集中講座 ・レジデンス

（上海） ・現地で長期赴任できる人材 　能力の向上 ・前期は、キャリアアップ講座

（北京） ・上海エリア商圏視察と人脈の 　中級クラス、後期は、キャリ

　構築 　アアップ講座上級クラス

中国 ＩＴ 4週間 ・新入社員 ・基礎中国語の習得 ・中国語の習得と中国経済事情 ・寮

（上海） ・対中国対応従事者 ・中国の経済事情を学ぶ 　講座

（北京） ・現地での人脈の構築 ・上海、北京の現地企業視察等

お問い合わせ先

■ＡＢＩＳ　「企業・法人向け・グローバル社員育成海外研修」　受付窓口
　　①Ｅｍａｉｌ：　info@abis-usa.com か 　②電話：　022-738-7867（代）　でお問い合わせください。

　 〒980-8454  仙台市青葉区中央1-2-3  仙台マークワン19F
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