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【2013 年 10 月 2 日、アンクレア轟なぎさ、英語ビジネス・スピーチ・トレーニング教材を発売 !!】

『プロが使う英語ビジネス・スピーチとプレゼンテーション実例集』
いよいよ 2013 年 10 月 2 日から発売になりました！
■著者：同時通訳者・技術翻訳者・教育学博士
轟なぎさ（とどろき・なぎさ）
■発行・発売：フジサンケイビジネスアイ
待ったなしのグローバル時代！ 轟なぎさの『新刊発売』のご案内

■Vocalization Technique「発声技術」を用いて
英語ビジネス・スピーチ・テクニックを徹底的に磨く！
■『待ったなしのグローバル時代 !!』
英語ビジネス・スピーチ、英語プレゼンテーションの
作成や準備が必要なグローバル・ビジネス・パーソン、
英語のプロフェッショナル、プロ英語通訳を目指す方々、
TOEIC 970 点突破、英検 1 級対策、英語面接の準備が必要な方々や、就活英語の訓練にも
最適！ 最短！ 最良！
■アマゾンから好評発売中！

10 月 3 日からの木曜・土曜クラスの教科書としても導入！

是非教室もご参加ください！（各種アンクレア・プロ通訳コースはアンクレア・ホームページを
ご覧ください！！）
■『プロが使う英語ビジネス・スピーチとプレゼンテーション実例集』概要：
●40 テーマからなる英語ビジネス・スピーチとプレゼンテーションを分かりやすく紹介！

●英語でビジネスをリードするグローバル・ビジネス・パーソンの必携書！
●各国政府ならびに主要民間企業の同時通訳業務および翻訳業務の
就業実績 20 年以上、現役同時通訳者のプロ通訳メモから英語表現
テクニックを伝授！
●記者会見などのメディア・イベントでの同時通訳実績 1,000 回以上
の経験に基づく英語ビジネス・スピーチ・テクニックの基本を
徹底的に磨く 1 冊！
●言語文化の違う外国人に適する思考パターンと論理展開に基づく
文章の組み立てを学ぶコツを紹介！
●米国の大学院にて教育学博士号を首席卒業で取得。 専攻は、
TESOL 英語教授法（応用言語学、認知心理学、心理言語学）。
理論と実践に基づく効果的な英語ビジネス・スピーチおよび
プレゼンテーションの構成サンプルとヒントを列挙！
●さらに、記者会見および広報イベント関連同時通訳業務 20 年以上の実務経験をもとに明かすビジネス
英語の Vocalization technique （発声技術）のコツと今すぐ使えるプロ英語プレゼン・テクニックが
満載！
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●英語スピーチは、シンプルかつ説得力のある表現でコンパクトにまとめる！
●英語スピーチやプレゼンテーションで不安になる一番の原因は練習不足である！
●不安を解消する英語スピーチ原稿は、早めに作成し徹底的に練習するのが成功への秘訣！
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■本書は、フジサンケイビジネスアイ×アンクレア特別コラボ企画の
各プロ通訳講座、その他のアンクレア「プロ通訳スクール
（各教室およびプロ通訳・スカイプ・コース）」においても使用！
■英語と日本語の音声データもありますので、Vocalization （発声）練習、Shadowing、
日⇒英、英⇒日のプロ逐次通訳訓練および同時通訳訓練にもご活用頂けます。
本書をお買い求め頂きました方々は、音声データをご希望の場合、アンクレアまで
メールにて個別にお申し込みください。（発売記念としてご購入後 6 ヶ月間、
無料にて英語と日本語の音声データをご活用頂けます！）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■タイトル：『プロが使う英語ビジネス・スピーチとプレゼンテーション実例集』
いつでも英語のリスニングとスピーキングも訓練できる英語トレーニング教材です！
■著者：轟
■A5 判

なぎさ（とどろき・なぎさ）

200 ページ

■価格：2,200 円＋税 = 2,310 円（税込）

■発行・発売：フジサンケイビジネスアイ

■発行日：2013 年 10 月 2 日
■ISBN: 978-4-8191-0969-7
■制作：アンクレア株式会社

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■この英語ビジネス・スピーチ・トレーニング教材は、アマゾンから簡単にご購入頂けます。
インターネットにて『アマゾン轟なぎさ』と入力するだけですぐに検索できます。
■10 冊以上一括でご購入されます法人様は、直接アンクレアからご購入が可能です。
（書籍発注用メール・アドレス：todorokienclair111@gmail.com ）
■Yu-Ai メンバーおよびアンクレア受講生は、教室にて直接販売も致しております！
教室で直接手渡し販売の場合には、税込 2,300 円になります。
■現在好評発売中！是非皆様の方でも Facebook, Twitter にてご友人、ご同僚の方々にご紹介を
頂けますと大変幸甚に存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
■アマゾン以外に、数冊直接発送をご希望の方は、メールにて書籍のご発注後書籍代金 2,310 円＋送料 250 円
= 合計 2,560 円を下記に銀行振込を頂けましたらご指定のご住所にお送り申し上げます。
◆お振込先：アンクレア株式会社 三菱東京 UFJ 銀行 赤坂支店 普通口座 0429543
アンクレア株式会社：
NHK 通訳 6 年。NHK 「日本賞」 通訳、NHK スペシャル番組のテロップ翻訳、制作の同時通訳等を経て、同時通訳・技術翻訳エージェント、ア
ンクレアを設立。TBS 翻訳、NTV 衛星生同時通訳はじめ、各国政府及び主要グローバル企業の役員レベルでの同時通訳業務、国際折衝、国際
会議通訳業務、技術翻訳業務及び記者会見、プレス・イベント等の広報業務全般において 20 年以上従事。各国政府及び主要民間企業 300 社
以上の実績。近年はメディア・イベント、メディア・トリップ等の PR 業務全般、プレス・リリース及びプレス・キットの制作、配信、企業インタビュー等に
も力を入れ、グローバル・ビジネスを展開しているグローバル企業の為に、海外市場関連の国際交渉通訳、広報関連情報の発信、マーケティン
グ&PR コミュニケーション業務やイベント関連業務も幅広く実施。会議通訳者、技術翻訳者、コーディネータ、その他アンクレア登録者 80 名以
上。轟なぎさの講演活動： 米国テンプル大学、専修大学、白鷗大学、小学校、中学校、民間企業等、実績多数。
アンクレア総合英語セミナー：アンクレア総合英語トレーニング・セミナー、プロ通訳入門コース、プロ通訳入門・基礎科 Ｉ ~本科 I、プロ通訳スカ
イプ講座、「プロ通訳スカイプ本科 I 」開催中！ また、その他各種プロフェッショナル・トレーナー・サービスも提供中！
◆【アンクレア Yu-Ai メンバー】社会人会員数 730 名突破！
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＜近年のセミナー関連の記事掲載及びリリース掲載は多数（15 件以上）＞（下記に一部記載）
◆2011 年 10 月 19 日 モーターマガジン・ムービー： http://motormagazine.jp/dn201110191.html
10 月 28 日「フジサンケイビジネスアイ」新聞 記事掲載
10 月 28 日「フジサンケイ Innovations-i」
「注目情報」記事掲載 ⇒ http://www.innovations-i.com/focus/360.html
◆2012 年 1 月 13 日「フジサンケイ Innovations-i」「注目セミナー」記事掲載
3 月 13 日 「日経産業新聞」Techno Online 記事掲載
3 月 16 日「フジサンケイビジネスアイ」新聞 記事掲載
3 月 19 日「フジサンケイ Innovations-i」「注目情報」記事掲載

「注目情報」トップページにも掲載⇒ http://www.innovations-i.com/focus/
記事掲載 ⇒ http://www.innovations-i.com/focus/520.html
6 月 9 日「フジサンケイビジネスアイ」新聞 記事掲載
6 月 9 日「フジサンケイ Innovations-i」
「注目情報」記事掲載 http://www.innovations-i.com/focus/596.html
◆受講生の素晴らしい英語力及び通訳技術の伸びについて多くの新着メールがございます！
詳細は、メールにてお問い合わせください。

---------------------------------------------------------------------------------------◆主な英語関連資格
目安
人数
アンクレア登録会議通訳者・翻訳者
80 名以上↑
[上記の内、プロ同時通訳受講後卒業（登録者）]
約 15 名↑
同時通訳受講実績 1～2 年
2 名↑
通訳・翻訳（実務経験）1～3 年
5 名↑
翻訳（実務経験）1～3 年
7 名↑
通訳案内士国家試験合格者
1 名↑
英検 1 級合格者
10 名↑
(◆TOEIC リスニング満点保持者が「8 名」になりました！)
TOEIC950 点以上 TOEIC 卒業 950 点以上
10 名↑
◆TOEIC 関連実績（一部紹介）
：
【TOEIC 950 点以上 TOEIC 卒業 950 点以上

10 名↑】

◆Yu-Ai Friend Group メンバーの会員が 730 名を超えました！

◆「プロ通訳基礎科 II 講座～プロ通訳本科 I 」は進級の際に進級試験を実施致します。
◆詳細はメールにてお問い合わせください。[todorokienclair111@gmail.com ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆☆*:・°★:*:・°☆☆:*:・°★:*:・°☆☆:*:・°★:*:・°☆☆*:・°★:*:・°☆☆:*:・°★:*:・°☆☆:*:・°★:*:・°☆☆
◆フジサンケイビジネスアイのイノベーションズアイのサイト内に、企業インタビューをご掲載頂きました！
アンクレア企業インタビューページ（2012 年の最新版）⇒ http://www.innovations-i.com/interview/525.html
◆フジサンケイ・ビジネスアイ

イノベーションズアイの「2011 年度注目企業」新聞掲載ベスト企業に選ばれました！

http://www.enclair.co.jp

◆2013 年 3 月発表のフジサンケイ・ビジネスアイ イノベーションズアイの「2012 年度 新聞掲載 注目企業」にも
アンクレアが選ばれました！

http://www.enclair.co.jp

皆様からのご支援心より感謝申し上げております。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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