
TOEIC and TOEFL are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.  *S&W means SPEAKING AND WRITING.

TAC株式会社は、公認会計士受験指導校として1980年に設立されました。設立後は、個人教
育事業の分野において会計系資格に加えて、情報処理系の資格、法律系の資格、そして米国
公認会計士・TOEIC® L&R TEST対策講座等、国際分野の資格対策講座を首都圏を中心に
北海道から沖縄までの各スクール（直営校22校、提携校13校）で展開しています。
その一方で、TACは法人研修事業の分野でも1988年より30年の実績を有し、法人向けの語
学研修の分野では、大学内語学講座を2003年から、企業向け語学研修を2011年から展開し
ています。

TACは、財務・会計、経営・税務、金融・不動産・建築、法律、公務員・労務、情報・国際、医療・福祉分野における教育・研修サービスの提供に関して“ISO29990:2010”の
認証を取得しています。ISO29990は、ISO（国際標準機構）が学習サービスの“品質”を客観的に評価する国際規格です。TACでは学習サービスマネジメントシステムの
PDCAサイクルを継続的にまわしていく意思表明として、「TAC学習サービス品質方針」を掲げています。

個人教育＆法人研修事業で語学教育プログラムを展開

全国のTAC で開講している個人のお客様向けのTOEIC® L&R TEST対策講座を特別割引受講料でご受講いただける制度です。

● 法人特別割引制度は、TAC の実務および資格研修等のお取引をしていただいている企業様向けの特別サービスです。

● お申込みは企業様単位となります。

● TAC各校舎の受付・e 受付では法人特別割引制度をご利用いただいてのお申込みは承っておりません。下記語学営業部までお問い合わせください。

法人特別割引制度のご案内

最新情報やTOEIC® L&R TEST対策各コースなどの体験講義動画を掲載しています。

法人向け語学研修プログラム専用Web サイトのご案内

お問い合わせは

このご案内は2019年3月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部

03-5276-8954TEL 050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail

TAC株式会社　（英訳名）TAC Co., Ltd.

東証1部（証券コード：4319）

1980年12月

東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
TEL 03-5276-8911(代)

9億4,020万円

209億51百万円（2018年3月期連結）

連結624名、単体537名

代表取締役社長　多田 敏男

個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

三菱UFJ銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、
三井住友銀行、名古屋銀行、静岡銀行、高知銀行、滋賀銀行

https://www.tac-school.co.jp

ir-info@tac-school.co.jp
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会社概要

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

https://twitter.com/GogakuTac TAC法人語学
@GogakuTac

法人向け
語学研修プログラム

「最短・最速」で皆様の目標達成をサポートします

テスト対策 ビジネス
コミュニケーション

Hospitality and Customer Service
Cross-cultural understanding
Guiding foreign visitors, etc.

Presentation
Email
Logical speaking, etc.

2013年12月、TACはZ会と業務資本提携をいたしました。こ
れを機に語学教育に関する法人向け専用窓口として2014年
4月法人事業部内に語学営業部を設置し、これまで以上に幅
広い法人向け語学研修プログラムを提供しています。

Ｚ会との提携で、
さらに幅広い語学研修のニーズに
お応えしています

TOEIC® L&R TEST
TOEIC® S&W TESTS
TOEFL® TEST, etc.

スキル・テーマ別

（平日9：30-17：30）



難易度 ★初級  ★★中級  ★★★上級 難易度 ★初級  ★★中級  ★★★上級

学習形態

【学校向け】外国人講師によるキャンパス内の英会話レッスンを毎日受講
できる講座です。お気軽にお問い合わせください。キャンパス内英会話

多様なセミナーの中から、ご要望に合わせて内容をカスタマイズしたセミナーを提供しています。

時間と場所を選ばずに学習できる講座。（一部のコースでは、受講生の学習進捗等が分かるご担当者様向け学習管理システム設定可能）

TOEIC® L&R TEST対策コース FOR BIZ ★～★★★
スコアアップに特化した至極の対策コース

TOEIC® L&R TEST対策の研修は、オプションとして各研修にWeb講義動画フォローが
設定可能です。事前学習用または復習用としてご活用いただけます。

テスト対策
講師派遣
Web通信 スキル・テーマ別セミナー ★～★★★

運用能力の強化とさらに進んだ知識の習得 スキル向上
講師派遣

ビジネス英会話（基礎～上級） ★～★★★
ビジネスで使える英語の発信力を磨く 英会話

講師派遣

その他、TOEIC® S&W TESTS対策、TOEFL® iBTテスト対策の講師派遣研修も承っております。お気軽にお問い合わせください。

TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α講座 ★
基本英文法＋テスト対策で400点レベルを目指す入門コース

TOEIC® L&R TEST対策500点講座（450-550点目標） ★
はじめての方も安心、テストの全体像を知る初級コース

TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α＆500点パック講座 ★
基本英文法の再確認から始め、一気に500点突破を目指すコース

TOEIC® L&R TEST対策650点講座（600-700点目標） ★★
新卒時点で取得しておきたい600点以上を目指す中級コース

TOEIC® L&R TEST対策750点講座（700-800点目標） ★★
基本の再確認と豊富な演習を行う上級コース

TOEIC® L&R TEST対策900点講座 ★★★
最高峰の900点以上を目指す最上級コース

TOEIC® L&R TEST速効ゼミ ＜初級編＞ ★ ＜中上級編＞ ★★
各6時間で学習できる直前得点アップゼミ

90分×13回
計19.5時間

90分×25回
計37.5時間

90分×38回
計57時間

90分×27回
計40.5時間

90分×29回
計43.5時間

90分×25回
計37.5時間

6時間×1回
計6時間

60分×13回
計13時間

60分×25回
計25時間

60分×38回
計38時間

60分×27回
計27時間

60分×29回
計29時間

60分×25回
計25時間

3時間×2回
計6時間

3ヵ月

4ヵ月

7ヵ月

4ヵ月

4ヵ月

4ヵ月

2ヵ月

講座名 講義時間 講義時間
講師派遣 Web通信

受講期間 オンライン講座、講義動画付Web通信講座、添削指導付通信講座、eラーニング講座

知っておきたい異文化理解 ★
価値観や文化の違いを理解する

実施セミナー例 標準講義時間

7時間×1回
計7時間

現場ですぐ使えるおもてなし英会話/中国語 ★★
接客の場面で使える表現と知識を身につける

7時間×1回
計7時間

英語で案内する日本の観光名所 ★★
海外からのお客様や旅行者への観光案内ですぐに使える表現を習得

7時間×1回
計7時間

上達のコツ！知って得する英語学習法 ★
効果的な学習法を身につけ自己学習に活かす

7時間×1回
計7時間

実施セミナー例 標準講義時間

必ず伝わる英語プレゼンテーション ★★～★★★
英語プレゼンの基本構造を理解し人前で自信を持って話す力を身につける

2時間×8回
計16時間

相手を味方につける英語の敬語×ロジカルスピーキング 
★★～★★★
場面に応じた丁寧表現と伝え方のルールを身につける

2.5時間×3回
計7.5時間

講座名 学習形態 学習期間

講義動画付Web通信講座WebWebオンライン講座オンライン

Web

Web

Web

Web

Web

添削指導付通信講座添削

添削

添削

eラーニング講座eラーニング

eラーニング

eラーニング

ビジネス英語・中国語

誰でも簡単！ビジネス英語 ★～★★
ビジネスシーンで使える基本表現を習得

世界中で通じる！ ものづくりの英語 ★～★★
製造現場で使われる独特な英語表現が学べるテキスト付コース
（著者：ディビット・A・セイン）

動画でマスター ビジネス英語L&Sドリル
（初級・中級・上級） ★～★★★
動画（1分前後）で飽きずに実践レベルの英語表現を聞き・話す力を身につける

英文ビジネスEメール ★～★★　Z会提携講座
50以上のテーマ、あるいは自由テーマで書いた英文メール添削指導10回付の通信講座

実践ビジネス英語 伝える力を最大化するFunction 16 
★★～★★★ Z会提携講座
英語のFunction（「依頼する」「意見を述べる」など）別の表現を聞き取り、
音読、ライティングを通して学習する講座

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている
英語でプレゼン・スピーチ15の法則 ★★～★★★
英語プレゼンの基本構造、役立つ表現、効果的な伝え方のポイントを習得

ビジネスがはかどる！英文Eメール
スピード・精度・効果重視の作成術 ★★～★★★
相手に正確に伝わるルールと最短で英文を書く力を身につける

英語の敬語 相手を味方につける英会話のロジック
★★～★★★
場面に応じた丁寧表現と伝え方のルールを身につける

eラーニング
ゼロからのビジネス中国語 ★
中国文化や中国人の考え方も学べる
目標レベルは語彙数2000語習得（中国語検定3級）相当

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

3ヵ月

2ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

3ヵ月

Web
これなら続けられる！「丸覚えでOK」
ビジネス英語超入門コース ★
「ABダイアログの丸覚え」+「ボキャビル」で、「英語が使える人材」を目指す

リアルな英語会議をバーチャル体験！
ミーティングのための英語力養成講座 ★～★★
英語会議にアクティブに参加できるようになる

テスト対策

オンラインマンツーマン英会話 週2回コース（日常・ビジネス） ★～★★★
オンライン
英会話1回20分×24回、

全員正社員で質の高いフィリピン人講師による担任制＆固定予約制レッスン

Web

添削

とにかくひとこと英語応対講座（販売・宿泊・飲食・鉄道） ★
eラーニング英語応対能力検定公認eラーニング教材

接客英語表現に特化　外国人のお客様が話しかけてくる動画で学習

ビジネス日本語能力テスト受験対策講座（中国語対応） ★★
eラーニング中国語でビジネス日本語を学習できる

日本語能力試験N2合格レベル以上の中国人の方対象

ビジネスマナー完全達成（英語・中国語対応） ★
日本企業における社会人としてのマインド、求められる仕事の作法を習得する

eラーニング

TRY! 日本語能力試験 N1～N5（英語またはベトナム語）
★～★★★ eラーニング

文法・読解・聴解すべてをカバー　文法をきちんと整理して読解・聴解の練習ができる

オンライン
模試

スキル向上
上級研修のご案内

eラーニング

eラーニング

eラーニング

受けてみよう！ TOEIC Bridgeテスト ★
TOEIC® L&R TESTを受験するにはハードルが高い方向け
ナレーション講義付対策講座

TOEIC® テストAdaptie ★～★★★　Z会提携講座
学習者の実力に合わせて問題を出し分けるアダプティブラーニングを
取り入れたTOEIC® L&R TEST Part別演習講座

TOEIC® L&R TEST 完全達成 模擬テスト ★～★★★
200問のフルテスト1回、100問のハーフテスト2回分が繰り返し解ける 
スコア予想付

TOEIC® S&Wテスト総合対策 ★★～★★★
テスト対策&ビジネスシーンで求められる英語の発信力を磨く

TOEIC® Speaking TEST模試 ★★～★★★
スピーキング診断テストとして、スマホ、タブレットで
本番のテストよりも安価に実施できる模試

TOEFL® テスト入門iBT60突破 ★★　Z会提携講座
はじめてTOEFLテストを受験する方向けの入門講座
スピーキング・ライティングの添削指導付

3ヵ月

2ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

1回

3ヵ月

各4ヵ月

各3ヵ月

3ヵ月

Web

Web

eラーニング

eラーニング

まずはココカラ 隅 ま々で聞き取るリスニング ★
聞き取れなかった英語が聞き取れるようになる

書く話すための英文法 ★
知識を発信力に変えるトレーニング

TOEIC® テスト対応 総合英語コース7 ★～★★★
TOEIC® L&R TESTの問題形式に対応
学習者のレベルに合わせて、スコアアップに直結する総合的な英語力を鍛える

英語4技能講座 Z会 Asteria ★～★★★　Z会提携講座
L&Rに加えてオンライン英会話、ライティング添削指導で英語の4技能を
バランスよく鍛える  CEFR-Jに日本で初めて完全対応

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

6ヵ月

講座名 学習形態 学習期間

講座名 学習形態 学習期間

（スマホ・
  タブレット専用）

(iPad専用)

※iPadはApple inc.の登録商標です。

動作環境につきましては、弊社ホームページでご確認ください。
https://www.tac.biz/webdousa/

●Web動作環境

https://gogaku.tac.biz/movie/

ビジネスパーソンとして最低限クリアしておきたい英文法から最高峰の900点突破コースまで目標スコア別にコース
を設定しています。受講者のレベルや目標スコア別にコースをお選びいただけます。

TACの資格対策ノウハウを活かし、最小限の努力で素早く正確に問題を解くテクニックを身につけます。
また、英語力そのものを鍛える学習法もご紹介します。

本番テストを意識したタイムマネジメントと解答の戦略を身につけます。目標スコアに応じて、戦略的にどの問題を解き、
どの問題を捨てるかを見極め、各PARTの正答率を高めます。

研修の
特長

研修の
特長

挨拶・自己紹介・電話での応対などの基礎レベルからディベートやプレゼンテーションなどを含めた上級レベルまでご要
望を踏まえてカスタマイズしたレッスンを行います。

講師は日本人、ネイティブ講師、バイリンガル日本人講師、バイリンガルネイティブ講師の中から内容やレベルに合わ
せて最適な講師を派遣します。

毎回のレッスンはスタディ（学習）、プラクティス（練習）、アクティビティ（活動）を織り交ぜ、受講者がビジネスシーンで使え
る英語表現を体得できるよう進行します。

研修期間

※CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) とはヨーロッパ
　で広く使われている語学力判定基準です。

VERSANT®スピーキングテストに対応した
研修カリキュラムのご提供も可能です。

１日2時間×22日間 計44時間 対象者 全レベル（1クラス定員8名）

Web講義
動画フォロー

（研修オプション）

日
間（
初
級
ク
ラ
ス
の
例
）

22 事前レベルチェック
インタビュー

日程 科目 内容

テーマ別
会話レッスン

復習レッスン

事後レベルチェック
インタビュー

講師と1対１のインタビューで発音・流暢さ・
文法・自信などの項目別に評価。評価は
CEFR※にも対応

講師と1対１のインタビューで発音・流暢さ・
文法・自信などの項目別に評価。初日のテスト
の結果と比較して研修効果を確認

Unit 1 「連絡」、Unit 2 「チーム」、 Unit 3 「会
社」などのビジネスに関する会話表現の学習

各Unitに関する復習レッスンで定着度を確認

1

2

3

4

体験講義はこちら

パソコン・スマホ・
タブレットで学習できます！

専用サイトから
質問が可能です！



難易度 ★初級  ★★中級  ★★★上級 難易度 ★初級  ★★中級  ★★★上級

学習形態

【学校向け】外国人講師によるキャンパス内の英会話レッスンを毎日受講
できる講座です。お気軽にお問い合わせください。キャンパス内英会話

多様なセミナーの中から、ご要望に合わせて内容をカスタマイズしたセミナーを提供しています。

時間と場所を選ばずに学習できる講座。（一部のコースでは、受講生の学習進捗等が分かるご担当者様向け学習管理システム設定可能）

TOEIC® L&R TEST対策コース FOR BIZ ★～★★★
スコアアップに特化した至極の対策コース

TOEIC® L&R TEST対策の研修は、オプションとして各研修にWeb講義動画フォローが
設定可能です。事前学習用または復習用としてご活用いただけます。

テスト対策
講師派遣
Web通信 スキル・テーマ別セミナー ★～★★★

運用能力の強化とさらに進んだ知識の習得 スキル向上
講師派遣

ビジネス英会話（基礎～上級） ★～★★★
ビジネスで使える英語の発信力を磨く 英会話

講師派遣

その他、TOEIC® S&W TESTS対策、TOEFL® iBTテスト対策の講師派遣研修も承っております。お気軽にお問い合わせください。

TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α講座 ★
基本英文法＋テスト対策で400点レベルを目指す入門コース

TOEIC® L&R TEST対策500点講座（450-550点目標） ★
はじめての方も安心、テストの全体像を知る初級コース

TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α＆500点パック講座 ★
基本英文法の再確認から始め、一気に500点突破を目指すコース

TOEIC® L&R TEST対策650点講座（600-700点目標） ★★
新卒時点で取得しておきたい600点以上を目指す中級コース

TOEIC® L&R TEST対策750点講座（700-800点目標） ★★
基本の再確認と豊富な演習を行う上級コース

TOEIC® L&R TEST対策900点講座 ★★★
最高峰の900点以上を目指す最上級コース

TOEIC® L&R TEST速効ゼミ ＜初級編＞ ★ ＜中上級編＞ ★★
各6時間で学習できる直前得点アップゼミ

90分×13回
計19.5時間

90分×25回
計37.5時間

90分×38回
計57時間

90分×27回
計40.5時間

90分×29回
計43.5時間

90分×25回
計37.5時間

6時間×1回
計6時間

60分×13回
計13時間

60分×25回
計25時間

60分×38回
計38時間

60分×27回
計27時間

60分×29回
計29時間

60分×25回
計25時間

3時間×2回
計6時間

3ヵ月

4ヵ月

7ヵ月

4ヵ月

4ヵ月

4ヵ月

2ヵ月

講座名 講義時間 講義時間
講師派遣 Web通信

受講期間 オンライン講座、講義動画付Web通信講座、添削指導付通信講座、eラーニング講座

知っておきたい異文化理解 ★
価値観や文化の違いを理解する

実施セミナー例 標準講義時間

7時間×1回
計7時間

現場ですぐ使えるおもてなし英会話/中国語 ★★
接客の場面で使える表現と知識を身につける

7時間×1回
計7時間

英語で案内する日本の観光名所 ★★
海外からのお客様や旅行者への観光案内ですぐに使える表現を習得

7時間×1回
計7時間

上達のコツ！知って得する英語学習法 ★
効果的な学習法を身につけ自己学習に活かす

7時間×1回
計7時間

実施セミナー例 標準講義時間

必ず伝わる英語プレゼンテーション ★★～★★★
英語プレゼンの基本構造を理解し人前で自信を持って話す力を身につける

2時間×8回
計16時間

相手を味方につける英語の敬語×ロジカルスピーキング 
★★～★★★
場面に応じた丁寧表現と伝え方のルールを身につける

2.5時間×3回
計7.5時間

講座名 学習形態 学習期間

講義動画付Web通信講座WebWebオンライン講座オンライン

Web

Web

Web

Web

Web

添削指導付通信講座添削

添削

添削

eラーニング講座eラーニング

eラーニング

eラーニング

ビジネス英語・中国語

誰でも簡単！ビジネス英語 ★～★★
ビジネスシーンで使える基本表現を習得

世界中で通じる！ ものづくりの英語 ★～★★
製造現場で使われる独特な英語表現が学べるテキスト付コース
（著者：ディビット・A・セイン）

動画でマスター ビジネス英語L&Sドリル
（初級・中級・上級） ★～★★★
動画（1分前後）で飽きずに実践レベルの英語表現を聞き・話す力を身につける

英文ビジネスEメール ★～★★　Z会提携講座
50以上のテーマ、あるいは自由テーマで書いた英文メール添削指導10回付の通信講座

実践ビジネス英語 伝える力を最大化するFunction 16 
★★～★★★ Z会提携講座
英語のFunction（「依頼する」「意見を述べる」など）別の表現を聞き取り、
音読、ライティングを通して学習する講座

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている
英語でプレゼン・スピーチ15の法則 ★★～★★★
英語プレゼンの基本構造、役立つ表現、効果的な伝え方のポイントを習得

ビジネスがはかどる！英文Eメール
スピード・精度・効果重視の作成術 ★★～★★★
相手に正確に伝わるルールと最短で英文を書く力を身につける

英語の敬語 相手を味方につける英会話のロジック
★★～★★★
場面に応じた丁寧表現と伝え方のルールを身につける

eラーニング
ゼロからのビジネス中国語 ★
中国文化や中国人の考え方も学べる
目標レベルは語彙数2000語習得（中国語検定3級）相当

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

3ヵ月

2ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

3ヵ月

Web
これなら続けられる！「丸覚えでOK」
ビジネス英語超入門コース ★
「ABダイアログの丸覚え」+「ボキャビル」で、「英語が使える人材」を目指す

リアルな英語会議をバーチャル体験！
ミーティングのための英語力養成講座 ★～★★
英語会議にアクティブに参加できるようになる

テスト対策

オンラインマンツーマン英会話 週2回コース（日常・ビジネス） ★～★★★
オンライン
英会話1回20分×24回、

全員正社員で質の高いフィリピン人講師による担任制＆固定予約制レッスン

Web

添削

とにかくひとこと英語応対講座（販売・宿泊・飲食・鉄道） ★
eラーニング英語応対能力検定公認eラーニング教材

接客英語表現に特化　外国人のお客様が話しかけてくる動画で学習

ビジネス日本語能力テスト受験対策講座（中国語対応） ★★
eラーニング中国語でビジネス日本語を学習できる

日本語能力試験N2合格レベル以上の中国人の方対象

ビジネスマナー完全達成（英語・中国語対応） ★
日本企業における社会人としてのマインド、求められる仕事の作法を習得する

eラーニング

TRY! 日本語能力試験 N1～N5（英語またはベトナム語）
★～★★★ eラーニング

文法・読解・聴解すべてをカバー　文法をきちんと整理して読解・聴解の練習ができる

オンライン
模試

スキル向上
上級研修のご案内

eラーニング

eラーニング

eラーニング

受けてみよう！ TOEIC Bridgeテスト ★
TOEIC® L&R TESTを受験するにはハードルが高い方向け
ナレーション講義付対策講座

TOEIC® テストAdaptie ★～★★★　Z会提携講座
学習者の実力に合わせて問題を出し分けるアダプティブラーニングを
取り入れたTOEIC® L&R TEST Part別演習講座

TOEIC® L&R TEST 完全達成 模擬テスト ★～★★★
200問のフルテスト1回、100問のハーフテスト2回分が繰り返し解ける 
スコア予想付

TOEIC® S&Wテスト総合対策 ★★～★★★
テスト対策&ビジネスシーンで求められる英語の発信力を磨く

TOEIC® Speaking TEST模試 ★★～★★★
スピーキング診断テストとして、スマホ、タブレットで
本番のテストよりも安価に実施できる模試

TOEFL® テスト入門iBT60突破 ★★　Z会提携講座
はじめてTOEFLテストを受験する方向けの入門講座
スピーキング・ライティングの添削指導付

3ヵ月

2ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

1回

3ヵ月

各4ヵ月

各3ヵ月

3ヵ月

Web

Web

eラーニング

eラーニング

まずはココカラ 隅 ま々で聞き取るリスニング ★
聞き取れなかった英語が聞き取れるようになる

書く話すための英文法 ★
知識を発信力に変えるトレーニング

TOEIC® テスト対応 総合英語コース7 ★～★★★
TOEIC® L&R TESTの問題形式に対応
学習者のレベルに合わせて、スコアアップに直結する総合的な英語力を鍛える

英語4技能講座 Z会 Asteria ★～★★★　Z会提携講座
L&Rに加えてオンライン英会話、ライティング添削指導で英語の4技能を
バランスよく鍛える  CEFR-Jに日本で初めて完全対応

3ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

6ヵ月

講座名 学習形態 学習期間

講座名 学習形態 学習期間

（スマホ・
  タブレット専用）

(iPad専用)

※iPadはApple inc.の登録商標です。

動作環境につきましては、弊社ホームページでご確認ください。
https://www.tac.biz/webdousa/

●Web動作環境

https://gogaku.tac.biz/movie/

ビジネスパーソンとして最低限クリアしておきたい英文法から最高峰の900点突破コースまで目標スコア別にコース
を設定しています。受講者のレベルや目標スコア別にコースをお選びいただけます。

TACの資格対策ノウハウを活かし、最小限の努力で素早く正確に問題を解くテクニックを身につけます。
また、英語力そのものを鍛える学習法もご紹介します。

本番テストを意識したタイムマネジメントと解答の戦略を身につけます。目標スコアに応じて、戦略的にどの問題を解き、
どの問題を捨てるかを見極め、各PARTの正答率を高めます。

研修の
特長

研修の
特長

挨拶・自己紹介・電話での応対などの基礎レベルからディベートやプレゼンテーションなどを含めた上級レベルまでご要
望を踏まえてカスタマイズしたレッスンを行います。

講師は日本人、ネイティブ講師、バイリンガル日本人講師、バイリンガルネイティブ講師の中から内容やレベルに合わ
せて最適な講師を派遣します。

毎回のレッスンはスタディ（学習）、プラクティス（練習）、アクティビティ（活動）を織り交ぜ、受講者がビジネスシーンで使え
る英語表現を体得できるよう進行します。

研修期間

※CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) とはヨーロッパ
　で広く使われている語学力判定基準です。

VERSANT®スピーキングテストに対応した
研修カリキュラムのご提供も可能です。

１日2時間×22日間 計44時間 対象者 全レベル（1クラス定員8名）

Web講義
動画フォロー

（研修オプション）

日
間（
初
級
ク
ラ
ス
の
例
）

22 事前レベルチェック
インタビュー

日程 科目 内容

テーマ別
会話レッスン

復習レッスン

事後レベルチェック
インタビュー

講師と1対１のインタビューで発音・流暢さ・
文法・自信などの項目別に評価。評価は
CEFR※にも対応

講師と1対１のインタビューで発音・流暢さ・
文法・自信などの項目別に評価。初日のテスト
の結果と比較して研修効果を確認

Unit 1 「連絡」、Unit 2 「チーム」、 Unit 3 「会
社」などのビジネスに関する会話表現の学習

各Unitに関する復習レッスンで定着度を確認

1

2

3

4

体験講義はこちら

パソコン・スマホ・
タブレットで学習できます！

専用サイトから
質問が可能です！



TOEIC and TOEFL are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.  *S&W means SPEAKING AND WRITING.

TAC株式会社は、公認会計士受験指導校として1980年に設立されました。設立後は、個人教
育事業の分野において会計系資格に加えて、情報処理系の資格、法律系の資格、そして米国
公認会計士・TOEIC® L&R TEST対策講座等、国際分野の資格対策講座を首都圏を中心に
北海道から沖縄までの各スクール（直営校22校、提携校13校）で展開しています。
その一方で、TACは法人研修事業の分野でも1988年より30年の実績を有し、法人向けの語
学研修の分野では、大学内語学講座を2003年から、企業向け語学研修を2011年から展開し
ています。

TACは、財務・会計、経営・税務、金融・不動産・建築、法律、公務員・労務、情報・国際、医療・福祉分野における教育・研修サービスの提供に関して“ISO29990:2010”の
認証を取得しています。ISO29990は、ISO（国際標準機構）が学習サービスの“品質”を客観的に評価する国際規格です。TACでは学習サービスマネジメントシステムの
PDCAサイクルを継続的にまわしていく意思表明として、「TAC学習サービス品質方針」を掲げています。

個人教育＆法人研修事業で語学教育プログラムを展開

全国のTAC で開講している個人のお客様向けのTOEIC® L&R TEST対策講座を特別割引受講料でご受講いただける制度です。

● 法人特別割引制度は、TAC の実務および資格研修等のお取引をしていただいている企業様向けの特別サービスです。

● お申込みは企業様単位となります。

● TAC各校舎の受付・e 受付では法人特別割引制度をご利用いただいてのお申込みは承っておりません。下記語学営業部までお問い合わせください。

法人特別割引制度のご案内

最新情報やTOEIC® L&R TEST対策各コースなどの体験講義動画を掲載しています。

法人向け語学研修プログラム専用Web サイトのご案内

お問い合わせは

このご案内は2019年3月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部

03-5276-8954TEL 050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail

TAC株式会社　（英訳名）TAC Co., Ltd.

東証1部（証券コード：4319）

1980年12月

東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
TEL 03-5276-8911(代)

9億4,020万円

209億51百万円（2018年3月期連結）

連結624名、単体537名

代表取締役社長　多田 敏男

個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

三菱UFJ銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、
三井住友銀行、名古屋銀行、静岡銀行、高知銀行、滋賀銀行

https://www.tac-school.co.jp

ir-info@tac-school.co.jp
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会社概要

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

https://twitter.com/GogakuTac TAC法人語学
@GogakuTac

法人向け
語学研修プログラム

「最短・最速」で皆様の目標達成をサポートします

テスト対策 ビジネス
コミュニケーション

Hospitality and Customer Service
Cross-cultural understanding
Guiding foreign visitors, etc.

Presentation
Email
Logical speaking, etc.

2013年12月、TACはZ会と業務資本提携をいたしました。こ
れを機に語学教育に関する法人向け専用窓口として2014年
4月法人事業部内に語学営業部を設置し、これまで以上に幅
広い法人向け語学研修プログラムを提供しています。

Ｚ会との提携で、
さらに幅広い語学研修のニーズに
お応えしています

TOEIC® L&R TEST
TOEIC® S&W TESTS
TOEFL® TEST, etc.

スキル・テーマ別

（平日9：30-17：30）



▶Web通信受講料 19,440円（消費税8％込み）　▶受講期間 3カ月　▶難易度 ★

基本英文法＆テスト対策講義で400点突破レベルを目指す
TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋αコース

▶Web通信受講料 ＜初級編・中上級編＞ 各 6,500円（消費税8％込み）　▶受講期間 各 2カ月　▶難易度  ＜初級編＞ ★ ＜中上級編＞  ★ ★

各6時間の講義動画で学習できる直前得点アップゼミ
TOEIC® L&R TEST速効ゼミ＜初級編＞・＜中上級編＞

TAC法人語学研修コースのご案内

▶Web通信受講料 29,160円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★

初めての方も安心。テストの全体像を知り450～550点を目指す
TOEIC® L&R TEST対策500点コース FOR BIZ（450～550点目標）

▶Web通信受講料 32,000円（消費税8％込み）　▶受講期間 3カ月　▶難易度 ★

基本英文法の知識を発信力に変える
書く・話すための英文法

◆コース内容

1

2

3

内　容科　目

◆コースの特色
□テストに出る中学レベルの英文法を、短期間でわかりやすくお伝えしま
す。今一度基礎固めをしたい方におすすめです。
□見やすい4色刷りの教材は、文法項目別に理解度を確認できる練習問
題と本番レベルの発展問題を収録しています
□TOEIC® L&R TEST攻略ポイント編で、400点突破レベルを目指せ
る基本的な攻略法を学びます。講義動画はPC、スマートフォン、タブレッ
トいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法＋αコーステキスト
□受験準備基本英文法＋αコース単語集
□Web講義動画（13回）※1回60分
□受験準備基本英文法＋αコース講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

プロローグ：英文の仕組みと動詞の役割、コースガイド

be動詞・一般動詞、代名詞、名詞

動詞の時制：進行形、過去形、完了形1

動詞の時制：完了形2、未来形、疑問詞

形容詞と副詞、文構造、品詞

前置詞、接続詞、慣用表現

助動詞、不定詞

動名詞、受動態、分詞

使役動詞・知覚動詞、比較

関係詞、that節・if節

仮定法、形式主語、間接疑問・付加疑問

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント（リスニング）

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント（リーディング）

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、基本的な英文法知識を再確認し問
題をすばやく解くトレーニングを行います。
□Web講義動画全25回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□500点コース FOR BIZテキスト（450～550点目標）
□問題集Vol.1
□単語集・単語テストVol.1
□Web講義動画（25回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

500点PART別演習<OUTPUT>
（6回）

500点総合答練＜OUTPUT>
総まとめ（２回）

500点講義＜INPUT>（16回）
500点突破のための
PART別攻略ポイント

1
2

3

4

内　容学習
PART科　目
全
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5・7
3
5・7
3
5
4
5・6
1・3
5・7
2・3
6・7
2・4
5・7
全
5～7

TOEIC® L&R TEST概要、500点コースガイド
頻出の表現を理解：状態表現、動作表現
5文型、品詞①
リピーティング、単語テスト①
品詞②
5W1H、助動詞、単語テスト②
代名詞、前置詞
付加疑問文、単語テスト③
接続詞、時制
演習、単語テスト④
自動詞・他動詞/態、PART7に必要なスキル
質問文のパターン、単語テスト⑤
PART5 分詞、PART7 質問文ごとの難易度
先読みできない場合、単語テスト⑥
可算/不可算名詞、主部と動詞、語彙問題
トークの種類、単語テスト⑦
PART5 特に出る文法項目、PART6 接続副詞 
演習、単語テスト⑧
演習
演習、単語テスト⑨
演習
演習、単語テスト⑩
演習
1/4模試実施、 PART1～4解説・総まとめ
1/4模試PART5～7解説・総まとめ   

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は650点コースおよび750点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). 

This publication is not endorsed or approved by ETS. 

*L&R means LISTENING AND READING.

※送付教材の一例

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

内　容

◆コースの特色
□初級編（600点未満の方対象）、中上級編（600点以上の方対象）の
コース設定にて、直前期のスコアアップを図ります。
□初級編、中上級編ともに各6時間の講義動画付きのコースです。全Part
について、問題の解き方を詳しく解説します。
□受験直前期に知っておくと、すぐに得点アップにつながる攻略テクニックを解説します。
講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
＜初級編＞
□速効ゼミ＜初級編＞テキスト（1冊）
□Web講義動画（２回）※1回180分
□Webテスト（２回）
＜中上級編＞
□速効ゼミ＜中上級編＞テキスト（1冊）
□Web講義動画（２回）※1回180分
□Webテスト（２回）

◆コース内容

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

内　容科　目

PART1 写真描写問題

PART2 応答問題

PART3 会話問題

PART4 説明文問題

PART5 短文穴埋め問題

PART6 長文穴埋め問題

PART7 長文読解

1

2

3

4

5

6

7

①位置関係の把握
②現在進行形の動作に注意
③現在進行形の受身に注意
④完了形の受身

①最初の疑問詞に注意
②質問中の同じ語句に注意
③間接的な応答に注意

①問題文の先読み
②問題文の先読みができない場合

①解答の手順
②品詞問題

空欄前後の把握

①効率的な答え探し
②英文の形式を知る
③設問パターンと解答のコツ

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

◆コースの特色
□基本英文法の確認→英作文演習→スピーキング練習を繰り返すことで
知識を定着させ、書く・話す力を強化します。

□教材はTOEIC® L&R TESTの出題内容を踏まえて作成した、TAC
のオリジナル教材を使用します。
□講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度
でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法＋αコーステキスト
□書く・話すための英文法コース問題集
□Web講義動画（10回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

◆コース内容

知識を発信力に変えるトレーニング
（10回）

基本英文法全30項目

内　容科　目
TOEIC® L&R TESTに出る基本英文法全30項
目について、知識の確認→英作文演習→スピーキ
ング練習

be動詞・一般動詞、代名詞、名詞

動詞の時制：進行形、過去形、完了形1

動詞の時制：完了形2、未来形、疑問詞

形容詞と副詞、文構造、品詞

前置詞、接続詞、慣用表現

助動詞1、助動詞2、不定詞

動名詞、受動態、分詞

使役動詞・知覚動詞、比較1、比較2

関係詞1、関係詞2、that節・if節

仮定法、形式主語、間接疑問・付加疑問

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

オリエンテーション（１回）

基本英文法講義＆演習（10回）

TOEIC® L&R TEST
攻略ポイント講義＆演習（２回）

お申込み・お問い合わせ

※このご案内は2019年3月現在のものであり、事前の予告なく内容が
　変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社  法人事業部  語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

（平日9：30-17：30） 050-3730-6352FAX03-5276-8954TE L

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail
有効期限:2019年9月30日



▶Web通信受講料 36,720円（消費税8％込み）　▶受講期間 7カ月　▶難易度 ★

基本英文法の再確認から始め、一気に500点突破を目指す
TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α＆500点コースパック FOR BIZ

◆コース内容

1

2

3

4

5

6

7

内　容科　目

◆コースの特色
□「基本英文法＋αコース」と「500点コース」のパックコースで、両コース
の受講料を合計した金額よりも安く受講できるお得なコースです。
□教材は最新の出題傾向を分析して毎年改訂しているTACのオリジナル
教材を使用します。
□わかりやすく理解が深まるWeb講義動画全38回（1回60分）付き。講義動画は
PC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法+αコーステキスト
□受験準備基本英文法+αコース単語集
□500点コースFOR BIZテキスト
□問題集Vol.1
□単語集・単語テストVol.1
□Web講義動画（38回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（5回）

コースガイド

TOEIC® L&R TESTに出る英文法

リスニング問題、リーディング問題の攻略ポイント

500点コースガイド
 

500点突破のためのPART別攻略ポイント

500点突破のためのPART別演習

1/4模試、総まとめ    

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

▶Web通信受講料 31,320円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★

知識と解答力を高め600点～700点を目指す中級コース
TOEIC® L&R TEST対策650点コース FOR BIZ（600～700点目標）

▶Web通信受講料 34,560円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★★

基本の再確認と豊富な演習で700点～800点を目指す上級コース
TOEIC® L&R TEST対策750点コース FOR BIZ（700～800点目標）

▶Web通信受講料 38,880円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★★

講義動画25時間付き。最高峰の900点以上を目指す最上級コースがリニューアル！
TOEIC® L&R TEST対策900点コース FOR BIZ

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、やや難易度の高い問題も時間内
に解答できるようになるためのトレーニングを行います。
□Web講義動画全27回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□650点コースFOR BIZテキスト（600～700点目標）
□問題集Vol.1・Vol.2
□単語集・単語テストVol.1・Vol.2
□Web講義動画（27回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

650点PART別演習<OUTPUT>
（問題集Vol.2使用）（8回）

650点総合答練1＜OUTPUT>（２回）

650点総合答練2＜OUTPUT>
（問題集Vol.1使用）・総まとめ（２回）

650点講義＜INPUT>（14回）
650点突破のための
PART別攻略ポイント

1
2

3

4

5

内　容学習
PART科　目
全
1
5
2
5
2
5
3
5
3
5
4
5・6
4
7
1・3
7
2・4
5・7
2・3
6・7
3・4
5・7
全
5～7
1～4
5～7

650点突破のための攻略ポイント、650点コースガイド 
写真描写問題攻略法  
品詞、名詞、代名詞  
First speaker発言のタイプ、単語テストVol.1① 
時制、自・他動詞 / 態、単語テストVol.1②  
応答パターン、単語テストVol.1③  
現在分詞/過去分詞不定詞/動名詞、単語テストVol.1④ 
質問文のパターン、言い換え、単語テストVol.1⑤  
形容詞と副詞、関係詞、単語テストVol.1⑥  
質問文を全てを先読みできない場合、単語テストVol.1⑦ 
比較、前置詞と接続詞、単語テストVol.1⑧
質問文のパターン、単語テストVol.1⑨  
語彙問題、出やすい文法項目、単語テストVol.1⑩  
言い換え表現、単語テストVol.2①  
解答手順、質問ごとの難易度、単語テストVol.2②  
演習、単語テストVol.2③  
パラグラフ構成を知って解答、単語テストVol.2④  
演習、単語テストVol.2⑤  
演習、単語テストVol.2⑥  
演習、単語テストVol.2⑦  
演習、単語テストVol.2⑧  
演習、単語テストVol.2⑨  
演習、単語テストVol.2⑩  
1/4模試実施、 PART1～4解説  
1/4模試PART5～7解説  
PART1～4解説講義・総まとめ  
PART5～7解説講義・総まとめ

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は500点コースおよび750点コースと共通で使用します。
『問題集Vol.2』, 『単語集・単語テストVol.2』は750点コースと共通で使用します。

『問題集Vol.1』,『単語集・単語テストVol.1』は650点コースおよび750点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※送付教材の一例

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、難易度の高い問題の攻略法をお
伝えし、時間内に全問解答できるトレーニングを行います。
□Web講義動画全29回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□750点コースFOR BIZテキスト（700～800点目標）
□問題集Vol.1・Vol.2・Vol.3
□単語集・単語テストVol.1・Vol.2・Vol.3
□Web講義動画（29回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

750点PART別演習<OUTPUT>
（問題集Vol.3使用）（10回）

750点総合答練1＜OUTPUT>（２回）

750点総合答練3・総まとめ＜OUTPUT>
（問題集Vol.2使用）（２回）

750点講義＜INPUT>（12回）
750点突破のための
PART別攻略ポイント

内　容学習
PART科　目
全
1・2
5
2
5
3
5・6
3
7
4
7
4
7
1・3
5・7
2・3
5・7
2・4
5・7
3・4
6・7
3・4
6・7
全
5～7
1～4
5～7
1～4
5～7

750点突破のための攻略ポイント、750点コースガイド
PART1演習、PART2頻出応答タイプ
頻出文法対策、演習
演習、単語テストVol.1①②
頻出文法語彙問題対策、演習、単語テストVol.1③
演習、単語テストVol.1④⑤
頻出文法対策、長文穴埋め問題対策、演習、単語テストVol.1⑥
会話問題対策、単語テストVol.1⑦⑧
読解問題対策、単語テストVol.1⑨
説明文問題対策、単語テストVol.1⑩、Vol.2①
読解問題対策、単語テストVol.2②
説明文問題対策、単語テストVol.2③④
読解問題対策、単語テストVol.2⑤
総合演習、単語テストVol.2⑥⑦
総合演習、単語テストVol.2⑧
総合演習、単語テストVol.2⑨⑩
総合演習、単語テストVol.3①
総合演習、単語テストVol.3②③
総合演習、単語テストVol.3④
総合演習、単語テストVol.3⑤⑥
総合演習、単語テストVol.3⑦
総合演習、単語テストVol.3⑧⑨
総合演習、単語テストVol.3⑩
1/4模試実施、 PART1～4解説
1/4模試PART5～7解説
PART1～4解説講義・総まとめ1
PART5～7解説講義・総まとめ1
PART1～4解説講義・総まとめ2
PART5～7解説講義・総まとめ2

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は500点コースおよび650点コースと共通で使用します。
『問題集Vol.2』, 『単語集・単語テストVol.2』は650点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

1
2

3

4

5

6

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

900点講義（12回）

900点演習（12回）

1

2

3

◆コースの特色
□豊富な指導実績を持つ新進気鋭の藤岡雄飛講師による講義動画で
900点を突破するための攻略法をお伝えします。
□教材はモニター受験者の「正答率分析」に基づき開発されたZ会のテキ
ストとTACの模試3回分の問題集を使用し、知識と解答力を身につける
ことができます。
□Web講義動画全25回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□「TOEIC® L&R TEST900点攻略完全パッケージ」（Z会）
□「TOEIC® TESTスコア
　激伸び模試3回分新形式問題対応編」（TAC出版）
□Web講義動画（25回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

コースガイド、900点突破のための解き方戦略

PART別攻略法講義＋難易度高めの発展問題演習

激伸び模試演習

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

内　容科　目

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

▶▶▶
1月 2月 3月4月

2020年2019年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12（日） ーー 8（日）14（日） 26（日） 23（日） 28（日） ーー 29（日） 27（日） 24（日） 15（日）

動作環境につきましては、弊社ホームページでご確認ください。
https://www.tac.biz/webdousa/動作環境本試験スケジュール 

（公開テスト：2・８月を除く年10回）

750点総合答練2・総まとめ＜OUTPUT>
（問題集Vol.1使用）（２回）

オリエンテーション（1回）

基本英文法講義（10回）

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント
講義＆演習（2回）

500点コースオリエンテーション（1回）

500点講義<INPUT>（16回）

500点PART別演習<OUTPUT>(6回）

500点総合答練<OUTPUT>
総まとめ（2回）

要確認

※送付教材の一例



▶Web通信受講料 36,720円（消費税8％込み）　▶受講期間 7カ月　▶難易度 ★

基本英文法の再確認から始め、一気に500点突破を目指す
TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋α＆500点コースパック FOR BIZ

◆コース内容

1

2

3

4

5

6

7

内　容科　目

◆コースの特色
□「基本英文法＋αコース」と「500点コース」のパックコースで、両コース
の受講料を合計した金額よりも安く受講できるお得なコースです。
□教材は最新の出題傾向を分析して毎年改訂しているTACのオリジナル
教材を使用します。
□わかりやすく理解が深まるWeb講義動画全38回（1回60分）付き。講義動画は
PC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法+αコーステキスト
□受験準備基本英文法+αコース単語集
□500点コースFOR BIZテキスト
□問題集Vol.1
□単語集・単語テストVol.1
□Web講義動画（38回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（5回）

コースガイド

TOEIC® L&R TESTに出る英文法

リスニング問題、リーディング問題の攻略ポイント

500点コースガイド
 

500点突破のためのPART別攻略ポイント

500点突破のためのPART別演習

1/4模試、総まとめ    

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

▶Web通信受講料 31,320円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★

知識と解答力を高め600点～700点を目指す中級コース
TOEIC® L&R TEST対策650点コース FOR BIZ（600～700点目標）

▶Web通信受講料 34,560円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★★

基本の再確認と豊富な演習で700点～800点を目指す上級コース
TOEIC® L&R TEST対策750点コース FOR BIZ（700～800点目標）

▶Web通信受講料 38,880円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★★★

講義動画25時間付き。最高峰の900点以上を目指す最上級コースがリニューアル！
TOEIC® L&R TEST対策900点コース FOR BIZ

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、やや難易度の高い問題も時間内
に解答できるようになるためのトレーニングを行います。
□Web講義動画全27回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□650点コースFOR BIZテキスト（600～700点目標）
□問題集Vol.1・Vol.2
□単語集・単語テストVol.1・Vol.2
□Web講義動画（27回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

650点PART別演習<OUTPUT>
（問題集Vol.2使用）（8回）

650点総合答練1＜OUTPUT>（２回）

650点総合答練2＜OUTPUT>
（問題集Vol.1使用）・総まとめ（２回）

650点講義＜INPUT>（14回）
650点突破のための
PART別攻略ポイント

1
2

3

4

5

内　容学習
PART科　目
全
1
5
2
5
2
5
3
5
3
5
4
5・6
4
7
1・3
7
2・4
5・7
2・3
6・7
3・4
5・7
全
5～7
1～4
5～7

650点突破のための攻略ポイント、650点コースガイド 
写真描写問題攻略法  
品詞、名詞、代名詞  
First speaker発言のタイプ、単語テストVol.1① 
時制、自・他動詞 / 態、単語テストVol.1②  
応答パターン、単語テストVol.1③  
現在分詞/過去分詞不定詞/動名詞、単語テストVol.1④ 
質問文のパターン、言い換え、単語テストVol.1⑤  
形容詞と副詞、関係詞、単語テストVol.1⑥  
質問文を全てを先読みできない場合、単語テストVol.1⑦ 
比較、前置詞と接続詞、単語テストVol.1⑧
質問文のパターン、単語テストVol.1⑨  
語彙問題、出やすい文法項目、単語テストVol.1⑩  
言い換え表現、単語テストVol.2①  
解答手順、質問ごとの難易度、単語テストVol.2②  
演習、単語テストVol.2③  
パラグラフ構成を知って解答、単語テストVol.2④  
演習、単語テストVol.2⑤  
演習、単語テストVol.2⑥  
演習、単語テストVol.2⑦  
演習、単語テストVol.2⑧  
演習、単語テストVol.2⑨  
演習、単語テストVol.2⑩  
1/4模試実施、 PART1～4解説  
1/4模試PART5～7解説  
PART1～4解説講義・総まとめ  
PART5～7解説講義・総まとめ

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は500点コースおよび750点コースと共通で使用します。
『問題集Vol.2』, 『単語集・単語テストVol.2』は750点コースと共通で使用します。

『問題集Vol.1』,『単語集・単語テストVol.1』は650点コースおよび750点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※送付教材の一例

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、難易度の高い問題の攻略法をお
伝えし、時間内に全問解答できるトレーニングを行います。
□Web講義動画全29回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□750点コースFOR BIZテキスト（700～800点目標）
□問題集Vol.1・Vol.2・Vol.3
□単語集・単語テストVol.1・Vol.2・Vol.3
□Web講義動画（29回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

750点PART別演習<OUTPUT>
（問題集Vol.3使用）（10回）

750点総合答練1＜OUTPUT>（２回）

750点総合答練3・総まとめ＜OUTPUT>
（問題集Vol.2使用）（２回）

750点講義＜INPUT>（12回）
750点突破のための
PART別攻略ポイント

内　容学習
PART科　目
全
1・2
5
2
5
3
5・6
3
7
4
7
4
7
1・3
5・7
2・3
5・7
2・4
5・7
3・4
6・7
3・4
6・7
全
5～7
1～4
5～7
1～4
5～7

750点突破のための攻略ポイント、750点コースガイド
PART1演習、PART2頻出応答タイプ
頻出文法対策、演習
演習、単語テストVol.1①②
頻出文法語彙問題対策、演習、単語テストVol.1③
演習、単語テストVol.1④⑤
頻出文法対策、長文穴埋め問題対策、演習、単語テストVol.1⑥
会話問題対策、単語テストVol.1⑦⑧
読解問題対策、単語テストVol.1⑨
説明文問題対策、単語テストVol.1⑩、Vol.2①
読解問題対策、単語テストVol.2②
説明文問題対策、単語テストVol.2③④
読解問題対策、単語テストVol.2⑤
総合演習、単語テストVol.2⑥⑦
総合演習、単語テストVol.2⑧
総合演習、単語テストVol.2⑨⑩
総合演習、単語テストVol.3①
総合演習、単語テストVol.3②③
総合演習、単語テストVol.3④
総合演習、単語テストVol.3⑤⑥
総合演習、単語テストVol.3⑦
総合演習、単語テストVol.3⑧⑨
総合演習、単語テストVol.3⑩
1/4模試実施、 PART1～4解説
1/4模試PART5～7解説
PART1～4解説講義・総まとめ1
PART5～7解説講義・総まとめ1
PART1～4解説講義・総まとめ2
PART5～7解説講義・総まとめ2

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は500点コースおよび650点コースと共通で使用します。
『問題集Vol.2』, 『単語集・単語テストVol.2』は650点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

1
2

3

4

5

6

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

900点講義（12回）

900点演習（12回）

1

2

3

◆コースの特色
□豊富な指導実績を持つ新進気鋭の藤岡雄飛講師による講義動画で
900点を突破するための攻略法をお伝えします。
□教材はモニター受験者の「正答率分析」に基づき開発されたZ会のテキ
ストとTACの模試3回分の問題集を使用し、知識と解答力を身につける
ことができます。
□Web講義動画全25回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□「TOEIC® L&R TEST900点攻略完全パッケージ」（Z会）
□「TOEIC® TESTスコア
　激伸び模試3回分新形式問題対応編」（TAC出版）
□Web講義動画（25回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

コースガイド、900点突破のための解き方戦略

PART別攻略法講義＋難易度高めの発展問題演習

激伸び模試演習

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

内　容科　目

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

▶▶▶
1月 2月 3月4月

2020年2019年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12（日） ーー 8（日）14（日） 26（日） 23（日） 28（日） ーー 29（日） 27（日） 24（日） 15（日）

動作環境につきましては、弊社ホームページでご確認ください。
https://www.tac.biz/webdousa/動作環境本試験スケジュール 

（公開テスト：2・８月を除く年10回）

750点総合答練2・総まとめ＜OUTPUT>
（問題集Vol.1使用）（２回）

オリエンテーション（1回）

基本英文法講義（10回）

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント
講義＆演習（2回）

500点コースオリエンテーション（1回）

500点講義<INPUT>（16回）

500点PART別演習<OUTPUT>(6回）

500点総合答練<OUTPUT>
総まとめ（2回）

要確認

※送付教材の一例



▶Web通信受講料 19,440円（消費税8％込み）　▶受講期間 3カ月　▶難易度 ★

基本英文法＆テスト対策講義で400点突破レベルを目指す
TOEIC® L&R TEST受験準備基本英文法＋αコース

▶Web通信受講料 ＜初級編・中上級編＞ 各 6,500円（消費税8％込み）　▶受講期間 各 2カ月　▶難易度  ＜初級編＞ ★ ＜中上級編＞  ★ ★

各6時間の講義動画で学習できる直前得点アップゼミ
TOEIC® L&R TEST速効ゼミ＜初級編＞・＜中上級編＞

TAC法人語学研修コースのご案内

▶Web通信受講料 29,160円（消費税8％込み）　▶受講期間 4カ月　▶難易度 ★

初めての方も安心。テストの全体像を知り450～550点を目指す
TOEIC® L&R TEST対策500点コース FOR BIZ（450～550点目標）

▶Web通信受講料 32,000円（消費税8％込み）　▶受講期間 3カ月　▶難易度 ★

基本英文法の知識を発信力に変える
書く・話すための英文法

◆コース内容

1

2

3

内　容科　目

◆コースの特色
□テストに出る中学レベルの英文法を、短期間でわかりやすくお伝えしま
す。今一度基礎固めをしたい方におすすめです。
□見やすい4色刷りの教材は、文法項目別に理解度を確認できる練習問
題と本番レベルの発展問題を収録しています
□TOEIC® L&R TEST攻略ポイント編で、400点突破レベルを目指せ
る基本的な攻略法を学びます。講義動画はPC、スマートフォン、タブレッ
トいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法＋αコーステキスト
□受験準備基本英文法＋αコース単語集
□Web講義動画（13回）※1回60分
□受験準備基本英文法＋αコース講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

プロローグ：英文の仕組みと動詞の役割、コースガイド

be動詞・一般動詞、代名詞、名詞

動詞の時制：進行形、過去形、完了形1

動詞の時制：完了形2、未来形、疑問詞

形容詞と副詞、文構造、品詞

前置詞、接続詞、慣用表現

助動詞、不定詞

動名詞、受動態、分詞

使役動詞・知覚動詞、比較

関係詞、that節・if節

仮定法、形式主語、間接疑問・付加疑問

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント（リスニング）

TOEIC® L&R TEST攻略ポイント（リーディング）

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆コースの特色
□スコアアップに特化した独自カリキュラムで、押さえておきたい「攻略法」
「頻出論点」を重点的に解説します。
□最新の出題傾向を反映した教材で、基本的な英文法知識を再確認し問
題をすばやく解くトレーニングを行います。
□Web講義動画全25回（1回60分）付き。講義動画はPC、スマートフォ
ン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
□500点コース FOR BIZテキスト（450～550点目標）
□問題集Vol.1
□単語集・単語テストVol.1
□Web講義動画（25回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（3回）

◆コース内容

オリエンテーション（1回）

500点PART別演習<OUTPUT>
（6回）

500点総合答練＜OUTPUT>
総まとめ（２回）

500点講義＜INPUT>（16回）
500点突破のための
PART別攻略ポイント

1
2

3

4

内　容学習
PART科　目
全
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5・7
3
5・7
3
5
4
5・6
1・3
5・7
2・3
6・7
2・4
5・7
全
5～7

TOEIC® L&R TEST概要、500点コースガイド
頻出の表現を理解：状態表現、動作表現
5文型、品詞①
リピーティング、単語テスト①
品詞②
5W1H、助動詞、単語テスト②
代名詞、前置詞
付加疑問文、単語テスト③
接続詞、時制
演習、単語テスト④
自動詞・他動詞/態、PART7に必要なスキル
質問文のパターン、単語テスト⑤
PART5 分詞、PART7 質問文ごとの難易度
先読みできない場合、単語テスト⑥
可算/不可算名詞、主部と動詞、語彙問題
トークの種類、単語テスト⑦
PART5 特に出る文法項目、PART6 接続副詞 
演習、単語テスト⑧
演習
演習、単語テスト⑨
演習
演習、単語テスト⑩
演習
1/4模試実施、 PART1～4解説・総まとめ
1/4模試PART5～7解説・総まとめ   

『問題集Vol.1』, 『単語集・単語テストVol.1』は650点コースおよび750点コースと共通で使用します。

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). 

This publication is not endorsed or approved by ETS. 

*L&R means LISTENING AND READING.

※送付教材の一例

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

内　容

◆コースの特色
□初級編（600点未満の方対象）、中上級編（600点以上の方対象）の
コース設定にて、直前期のスコアアップを図ります。
□初級編、中上級編ともに各6時間の講義動画付きのコースです。全Part
について、問題の解き方を詳しく解説します。
□受験直前期に知っておくと、すぐに得点アップにつながる攻略テクニックを解説します。
講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度でも視聴できます。

◆教材構成
＜初級編＞
□速効ゼミ＜初級編＞テキスト（1冊）
□Web講義動画（２回）※1回180分
□Webテスト（２回）
＜中上級編＞
□速効ゼミ＜中上級編＞テキスト（1冊）
□Web講義動画（２回）※1回180分
□Webテスト（２回）

◆コース内容

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

内　容科　目

PART1 写真描写問題

PART2 応答問題

PART3 会話問題

PART4 説明文問題

PART5 短文穴埋め問題

PART6 長文穴埋め問題

PART7 長文読解

1

2

3

4

5

6

7

①位置関係の把握
②現在進行形の動作に注意
③現在進行形の受身に注意
④完了形の受身

①最初の疑問詞に注意
②質問中の同じ語句に注意
③間接的な応答に注意

①問題文の先読み
②問題文の先読みができない場合

①解答の手順
②品詞問題

空欄前後の把握

①効率的な答え探し
②英文の形式を知る
③設問パターンと解答のコツ

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

◆コースの特色
□基本英文法の確認→英作文演習→スピーキング練習を繰り返すことで
知識を定着させ、書く・話す力を強化します。

□教材はTOEIC® L&R TESTの出題内容を踏まえて作成した、TAC
のオリジナル教材を使用します。
□講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも受講期間内に何度
でも視聴できます。

◆教材構成
□受験準備基本英文法＋αコーステキスト
□書く・話すための英文法コース問題集
□Web講義動画（10回）※1回60分
□講義録（ダウンロード）
□Webテスト（2回）

◆コース内容

知識を発信力に変えるトレーニング
（10回）

基本英文法全30項目

内　容科　目
TOEIC® L&R TESTに出る基本英文法全30項
目について、知識の確認→英作文演習→スピーキ
ング練習

be動詞・一般動詞、代名詞、名詞

動詞の時制：進行形、過去形、完了形1

動詞の時制：完了形2、未来形、疑問詞

形容詞と副詞、文構造、品詞

前置詞、接続詞、慣用表現

助動詞1、助動詞2、不定詞

動名詞、受動態、分詞

使役動詞・知覚動詞、比較1、比較2

関係詞1、関係詞2、that節・if節

仮定法、形式主語、間接疑問・付加疑問

※教材構成、コース内容等は一部変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※送付教材の一例

※Web講義動画のイメージ

体験講義は
こちら
▼

オリエンテーション（１回）

基本英文法講義＆演習（10回）

TOEIC® L&R TEST
攻略ポイント講義＆演習（２回）

お申込み・お問い合わせ

※このご案内は2019年3月現在のものであり、事前の予告なく内容が
　変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社  法人事業部  語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

（平日9：30-17：30） 050-3730-6352FAX03-5276-8954TE L

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail
有効期限:2019年9月30日





◯ビジネス英語の基礎固めの決定版!

◯単文ではなく、「ABダイアログ」を通じて効果的に学習！
単文ではなく「ABダイアログ*」を使って学習するため、「どう尋ねればいいか（どう言えばいいか）」と「どう答えればいいか」を、同時に覚える
ことが可能です。コミュニケーションとは「相手があって初めて成立する」ものです。ですから、単文単位ではなく、「ABダイアログ」形式を使った
学習が最も効果的なのです。
*「ABダイアログ」とは、A: Are you busy now? / B: Actually, I’m in the middle of something. （A「今、忙しいですか？」／B「実はちょっと今立て込んでいます」）のように、２人の人物の「１往復のやりとり」のことです。

◯ビジネス英語の「超基礎」を確実にものにできる！
英語で仕事をするために必須な技能である、「電話」「オフィスでの簡単なやりとり」「海外出張での英語」という３つを確実に押さえられます。
ダイアログでは、なるべく短めの文をご用意いたしましたので、「これなら使いこなせる！」という自信を養成し、英語を使って業務をこなすこ
とに対する恐怖感や不安感を確実に取り除くことができます。

テキスト３冊（音声CD付）
聞き流し用学習テキスト1冊（音声CD付）
Webテスト3回
ワンポイントレッスンWeb動画（10分×12回）

教材構成

1日15分 全60回 合計15時間 （別途ワンポイントレッスンWeb動画10分×12回付）

カリキュラム 項目 内容

テキストVol.1 （全20回）

お申込み・お問い合わせ

オフィスでの会話 あいさつ/来客への対応/同僚や上司とのやりとり/雑談する

テキストVol.2 （全20回） 電話対応 電話を受ける/電話をかける/アポイントを取る/その他

テキストVol.3 （全20回） 海外出張の英語 移動中の会話/ホテル、レストラン、ショッピング/訪問先での会話/トラブルに対処する

聞き流し用学習テキスト ６つのダイアログを「英語＋日本語」および「英語のみ」の音声で聞き流して「マル覚え」します。

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URLへ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1

https://gogaku.tac.biz

このご案内は2019年1月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社  法人事業部  語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954（平日9：30-17：30）T E L

050-3730-6352F A X

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail

www.tac.biz/webdousa

スマートフォン/タブレット端末での動作環境など、
詳しくは右記URLをご確認ください。

ＴＡＣ法人語学

gogaku Tac

ＴＡＣ法人語学
@Gogaku Tac

コースの特色

コースの内容

TOEIC® L&Rテストのスコアにかかわらず、
必ず必要な英語スキルです！

TOEICコースとの併用がお勧めです！
（300~400点レベルの受講者でも確実に効果が上がります）

「聞き流し学習」による学習習慣の形成ができます！ 「オフィスでの会話」「電話での会話」「海外出張時の会話」の
3つの能力が確実に身につきます！





◯英語での会議を一通りこなすための実践的なフレーズが身につく！

◯会議の一連の流れをバーチャル体験！
「会議の導入」→「意見交換」→「クロージング（まとめ）」という、基本的な会議の流れをバーチャル体験し、英語のビジネス会議に自信を持って
参加できる英語力を確実に養成できます。実際の会議では、「発言内容が紙やスクリーンに表示されている」わけではありません。「音声のみ」
を手がかりに、情報を得て、頭の中で整理し、自分の意見をアウトプットする必要があります。そのため、本講座では、スクリプト（英文の内容）
を目で見ずに内容理解を目指す、実戦的なエクササイズもご用意いたしました。

◯「ただそこにいるだけ」の会議から卒業できる！
あなたは、会社で行われる英語の会議が、「早く終わって欲しい！」と願い続けるだけの苦痛な時間になってしまっていませんか？ 日本式の「報告が
メインの会議」であれば、それでもいいかもしれません。しかし、グローバルなセッティングの会議では、自分からどんどん発信していかないと、あっと
いう間に取り残されてしまいます。本講座で紹介している数多くの自然な英語会議表現をマスターすれば、会議に積極的に参加し、自分の意見も
提示していくことのできる「アクティブ・パティシパント」になることが可能です！

お申込み・お問い合わせ

https://twitter.com/GogakuTac

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1

https://gogaku.tac.biz

このご案内は2019年1月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社  法人事業部  語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954（平日9：30-17：30）T E L

050-3730-6352F A X

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail

www.tac.biz/webdousa

スマートフォン/タブレット端末での動作環境など、
詳しくは右記URLをご確認ください。

ＴＡＣ法人語学

gogaku Tac

ＴＡＣ法人語学
@Gogaku Tac

テキスト３冊（音声CD付）
聞き流し用学習テキスト1冊（音声CD付）
Webテスト3回
ワンポイントレッスンWeb動画（10分×12回）

教材構成

1日15分 全60回 合計15時間 （別途ワンポイントレッスンWeb動画10分×12回付）

カリキュラム 項目 内容

テキストVol.1 （全20回） 会議の導入/
会議の基本進行①

会議の準備および導入/資料の説明・解説/意見を述べる/主張する

テキストVol.2 （全20回） 会議の基本進行② 意見交換をする/質問に答える/意見をまとめる/会議をまとめる

テキストVol.3 （全20回）
ブレーンストーミング/
ファシリテーションの基礎 ブレーンストーミング/トラブルへの対処/ファシリテーション①/ファシリテーション②

聞き流し用学習テキスト ６つのダイアログを「英語＋日本語」および「英語のみ」の音声で聞き流して「マル覚え」します。

コースの特色

コースの内容

32

会議の資料を説明する

スライドの内容を
説明する

Week 2 ー Day 1

ミーティングでは、印刷資料や PDFなどの電子
資料を参照してもらうことがよくあります。
きょうは、プロジェクターなどを使って資料の
説明をするときの表現を覚え、使えるようにし
ていきましょう。

今日学習する状況で覚えておくべき単語や重要表現です。個々の単語の発音やフレーズになったとき
の音声変化などに気を付けながらCDを聴きましょう。

 CD 43

□ increase　 「増加、増加する」
→ 反対語は decrease（減少する）。接頭辞に注目しましょう。

□ on the year　 「今年」
 eht no  → past year のように past（過ぎた、これまでの）という形容詞を入れることもあります。また、

one a year（1年に 1度）と混乱しないように注意しましょう。

□ enjoy strong growth　 「堅調に成長する」
→ enjoy には「享受する」という意味があります。

□ come up with ...　「…を考え出す、思いつく」
→ with のあとに具体的なアイデアなどが続きます。

□ profi t 　「利益」
とt fienebは」益利の形無「。すまりあがsgninraeに語の味意なうよじ同。とこの益利な的銭金の社会  →

いいます。公共団体の「歳入」は revenue といいます。

□ competitor 　「競合他社、競争相手」
→ スポーツなどの「競争相手」としても使います。「競争する」という動詞は compete で、「競争」という
名詞形は competition です。また、「競争力がある、能力がある」という形容詞は competent です。

　　月　　日 学習予定

それでは、スライドの資料を説明している会議の模様のダイアログを聴きましょう。下の日本語訳を
参考にしながら聴いてもよいでしょう。

ダイアログを聴きながら、ディクテーション（書き取り）を行いましょう。下線部に相当する単語や
フレーズを聴いて書き取ってください。脱落現象や連結現象に気を付けて聴いてください。

 CD 44

 CD 45

【会話の日本語訳】

し加増トンセーパ52、年今、は益利の社同。すまいてし示を加増の益利の社CBAはドイラスのこ  ：キロヒ
ました。

ジム： なるほど。DEF社はどうですか。

ケイト： DEF 社も堅調な成長を続けています。

ジム： 競合他社を市場から締め出す方策を考える必要がありますね。

（スクリプトは 21ページに）

 edils sihT  :ikoriH 　　　　　　 shows an 　　　　　　   .stiforp s'CBA ni 

They 　　　　　　　　 by 25 percent 　　　　　　　　　　　.

Jim: I see.  　　　　　　　　　 DEF?

 tI  :etaK 　　　　　　 enjoying strong 　　　　　　 recently.

 ot deen eW  :miJ 　　　　　　　　　 ways to keep our 　　　　　　　 

out of the market.
（答えは 21ページに。シャドーイングのダイアログと同じです）
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Today's Vocabulary and Expressions

Dialogue

Dictation

TOEIC® L&Rテストのスコアにかかわらず、
必ず必要な英語スキルです！

TOEICコースとの併用がお勧めです！
（300~400点レベルの受講者でも確実に効果が上がります）

新人研修にもお役立ていただける講座です！ どんな業界、どんなテーマの会議でも役立つフレーズです！

最新情報は下記URLへ



英語でメールを書くことになった、英語の電話がかかってきた、英語で説明しなければならなくなったなど、普段は英語

を使う機会がほとんどないというビジネスパーソンの方でも、急に英語を使う必要性が出てくることもめずらしくありま

せん。この講座は、はじめて仕事で英語を使うことになった方のために、ビジネスシーンでよく使われる基本表現を講義

動画とテキストで習得していただける内容になっています。

誰でも簡単！ビジネス英語

■『ビジネス英語のツボとコツがゼッタイにわかる本』（秀和システム）
■ Web講義動画（９回）※１回約60分

■ 課題［Webテスト］（９回）

受講対象者
■ TOEIC® L&R TEST 500点以上の方（目安）

受講料
■ 5,616円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座

2019年
４月開講！

ビジネスシーンで使える基本表現を習得

大学を卒業後、官公庁、外資系会計事務所にて通訳および国際
業務（米国税務）を経験後、独立。国際的に活躍するビジネス
パーソンのコミュニケーションを支援するさくらランゲージイ
ンスティテュート（旧さくらラーニングラボラトリ）を設立。
大手企業、大学、専門学校にてビジネス・会計英語研修、セミ
ナー講師を務める。

大阪外国語大学(現大阪大学)外国
語学部卒業。
Vancouver  Sp ro t t  Shaw 
Community College修了。
Honour Diploma取得。
英検１級取得、TOEIC ® L&R 
TEST 990点(満点)取得、米国公
認会計士試験全科目合格。

担当講師
上田 怜奈（Reina Ueda）

Eメール/電話/会議/おもてなしの4つのビジネスシーン
それぞれでよく使われている英語表現を身につけます。

特長

1

教材の著者である上田怜奈講師による講義動画で理解が
深まります。

特長

2

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

カリキュラム（講義９回 + Webテスト９回）

1 はじめての英文 E メール 「返信メールで困った」、「お詫び / お礼の気持ちを伝えたい！」他

2 電話は怖い！？ 「海外から電話がかかってきた！」、「はじめて電話をかけてみる！」他

3 オフィス内での同僚との会話 「仕事を頼みたい」、「『お先に失礼します』ってどう伝えればいい？」他 

4 会議で司会進行を務める 「会議の進行はどうしたらいい？」、「賛成、反対の意思表示はどうする？」他 

5 価格交渉はどうする？ 「値下げを依頼された」、「値下げに条件をつけるには？」他 

6 取引先をオフィスに案内 「メンバーを紹介する！」、「会社の事業内容を説明したい」他 

7 取引先との夕食 「お店を決めるポイントは？～宗教と文化～」、「食事はどう説明したらいい？～調理法、食材など～」他

8 取引先を週末観光へ 「公共交通機関の利用方法を説明するには？」、「神社を案内したい」他 

9 空港までお見送り 「予定の確認とお見送りはどうする？」、「ついにお別れ、お見送り！」他

課　題 Web テスト 全９回

法人向けビジネス英語プログラム
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学習の流れ（第１回 はじめての英文Eメールの例）

講義動画（第１回）（PC・タブレット・スマホ対応*1）を
テキストを見ながら視聴する

第1回が出題範囲の課題１
（Webテスト）を受験し理解度をチェック*2

1 2

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

◦本講座はTAC100%子会社㈱オンラインスクールとの共同開発講座です。
◦教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

TOEIC® S&W テスト総合対策 講師 浅場 眞紀子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

相手を味方につける英語の敬語×ロジック 講師 愛場 吉子

修了基準に達したら受講修了。
修了証*3をお送りします。

以降第２回～第９回も
同様に講義を視聴し

課題（Webテスト）を受験する

課題
（Webテスト） 出題範囲 課題

（Webテスト） 出題範囲

第 1 回 第 1 回 第 6 回 第 6 回
第 2 回 第 2 回 第 7 回 第 7 回
第 3 回 第 3 回 第 8 回 第 8 回
第 4 回 第 4 回 第 9 回 第 9 回
第 5 回 第 5 回

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。

有効期限：2019年９月30日（月）



TOEIC® S&Wテストは、ビジネスシーンで使われている複合スキル（「聞く」＋「話す」「読む＋聞く＋話す」「読む

＋書く」など）を測定するテストです。

テスト対策を通じて、ビジネスの現場で求められている英語の発信力も強化しましょう。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
＊S&W means SPEAKING AND WRITING.

TOEIC® S&W
テスト総合対策

■ 『TOEIC® テストスピーキング/ライティング総合対策』
（旺文社）

■ Web講義動画（７回）※１回約20分

■ 講義録（ダウンロード）　■ 課題［Webテスト］（３回）

受講対象者
■ TOEIC® L&R TEST 650点以上（目安）

受講料
■ 7,000円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座
2019年

４月開講！

テスト対策＆ビジネスシーンで求められる英語の発信力を磨く

法人向けビジネス英語プログラム
TAC×Q-Leap

TOEIC® S&Wテストのすべての設問の攻略ポイントを
お伝えします。

特長

1

教材の著者である浅場眞紀子講師による講義動画で理解
が深まります。

特長

2

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

カリキュラム（講義７回 + Webテスト３回）

1 写真描写をマスター Speaking Test Q３／Writing Test Q１-５対策

2 音読をする Speaking Test Q１-２対策

3 自分のことを話す Speaking Test Q４-６対策

4 簡単なメールを書く Writing Test Ｑ６-７対策

5 定型パターンを知って対応する Writing Test Ｑ６-７対策

6 自分の意見を論理的にまとめる Speaking Test Q11／Writing Test Q８対策

7 提案の仕方を知る＋総復習 Speaking Test Q10対策

課題 Webテスト 全３回

外資２社に計10年トレーダー・アナリストとして勤
務。その間シカゴ、ニューヨーク、ジュネーブに３年
半駐在。専業主婦10年を経た後、ビジネスバックグ
ランドを生かして、企業研修講師として日本のビジネ
スパーソンに英語を教える仕事に従事。のべ6000人

以上にスピーキングを指導する。2014年ビジネス英語研修会社Q-Leapを
愛場吉子氏と設立。現在TAC株式会社の案件を含む企業研修、コンテンツ作
成、英語プログラム一般に対するコンサルなどを中心に展開中。
TOEIC® L&R TEST990点（満点）、TOEIC® S&W TESTS400点（満
点）、Cambridge CPE、英検１級優秀賞。
著書『ビジネスがはかどる！英文Ｅメールハンドブック』（アルク）、
『TOEIC® テストスピーキング/ライティング総合対策』（共著・旺文社）。

Q-Leap株式会社代表取締役社長。慶応大学卒
業。コロンビアティーチャーズカレッジ英語教授
法TESOL修士号取得。

担当講師　浅場 眞紀子（Makiko Asaba）



学習の流れ（第１回～第２回の例）

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。

講義動画（第１回～第２回）（PC・タブレット・スマホ対応*1）を
テキストを見ながら視聴する

第1回～第2回の講義が出題範囲の
課題（Webテスト）を受験し

理解度をチェック*2

1 2

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

※記述式のテストです。PCで受験してください。

43 同様に
「第３回」～「第７回」の

講義を視聴し課題
（Webテスト）を受験する

課題
（Webテスト） 出題範囲 課題

（Webテスト） 出題範囲

第 1 回・① 講義「第 1 ～ 2 回」 第 2 回・② 講義「第 6 回」前半

第 1 回・② 講義「第 3 ～ 4 回」 第 3 回・① 講義「第 6 回」後半

第 2 回・① 講義「第 5 回」 第 3 回・② 講義「第 7 回」

修了基準に達したら受講修了。
修了証 *3 をお送りします。

◦本講座はQ-Leap㈱との共同開発講座です。
◦教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

相手を味方につける英語の敬語×ロジック 講師 愛場 吉子



カリキュラム（講義13回 + Webテスト３回）

1 メールの基本構造 メールの基本構造、メールの書き出し 8 伝わらないメール 次のアクションが相手に伝わるメール

2 宛名と結辞 宛名の書き方、汎用性の高い結辞 9 英語の敬語 疑問文や助動詞を活用した丁寧な英語表現

3 メール作成のルーティーン 効率的にメールを作成するための順序 10 中学英文法でメール改善：
能動態 / 受動態

能動態と受動態の違いを知って状況に合わ
せて使い分ける

4 トピックセンテンスの作り
方

返事が返ってこない理由、トピックセンテ
ンスとその作り方 11 中学英文法でメール改善：

時制
時制が与える影響の違いを知って状況に合
わせて使い分ける

5 トピックセンテンスからの
件名作成

トピックセンテンスを使ってメールの目的
を的確に表す件名の作り方 12 中学英文法でメール改善：

使役動詞
「〇〇さんに～してもらう」の様々なニュア
ンスが異なる表現の使い分け

6 ネガティブなメールを送る 謝罪、苦情メール作成のコツと論理展開 13 実戦ワークにトライ 学習してきた内容を踏まえてメールを作成

7 異文化コミュニケーション
の基本

母国語でのコミュニケーション傾向 課　題 Web テスト 全３回

Eメールは便利な反面、相手の顔が見えないことによる、コミュニケーションの難しさもあります。この講座では、書き手の 

気持ちが伝わり、相手を動かす効果的なメールを素早く書けるようになるために押さえておきたいポイントをお伝えします。

ビジネスがはかどる！
英文Eメール

スピード・精度・効果重視の作成術

■『ビジネスがはかどる！英文Eメールハンドブック』（アルク）
■ Web講義動画（13回）※１回約７分

■ 講義録（ダウンロード）　■ 課題［Webテスト］（３回）

受講対象者
■ 全レベル

受講料
■ 6,500円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座
2019年

４月開講！

相手に正確に伝わるルールと最短で英文を書く力を身につける

法人向けビジネス英語プログラム
TAC×Q-Leap

教材の著者である浅場眞紀子講師による講義動画で理解
が深まります。

特長

2

英文Eメールを作成する際に押さえておきたい「書く前
の準備」、件名の作り方から結辞までの「メール作成
法」、そして「表現を磨くコツ」をお伝えします。

特長

1

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

Q-Leap株式会社代表取締役社長。慶応大学卒
業。コロンビアティーチャーズカレッジ英語教授
法TESOL修士号取得。

担当講師　浅場 眞紀子（Makiko Asaba）

外資２社に計10年トレーダー・アナリストとして勤
務。その間シカゴ、ニューヨーク、ジュネーブに３年
半駐在。専業主婦10年を経た後、ビジネスバックグ
ランドを生かして、企業研修講師として日本のビジネ
スパーソンに英語を教える仕事に従事。のべ6000人

以上にスピーキングを指導する。2014年ビジネス英語研修会社Q-Leapを
愛場吉子氏と設立。現在TAC株式会社の案件を含む企業研修、コンテンツ作
成、英語プログラム一般に対するコンサルなどを中心に展開中。
TOEIC® L&R TEST990点（満点）、TOEIC® S&W TESTS400点（満
点）、Cambridge CPE、英検１級優秀賞。
著書『ビジネスがはかどる！英文Ｅメールハンドブック』（アルク）、
『TOEIC® テストスピーキング/ライティング総合対策』（共著・旺文社）。



学習の流れ（第１回～第５回の例）

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。

講義動画（第１回～第５回）（（PC・タブレット・スマホ対応*1）を
テキストを見ながら視聴する

第 1 回～第 5 回の講義が出題
範囲の課題（Web テスト）を

受験し理解度をチェック *2

※択一式、記述式があります。
　  PCでのご受験を推奨します。

1

3

2

同様に「第6回」～「第13回」の
講義を視聴し

課題(Webテスト)を受験する

修了基準に達したら受講修了。
修了証*3をお送りします。

4

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

◦本講座はQ-Leap㈱との共同開発講座です。
◦教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

TOEIC® S&W テスト総合対策 講師 浅場 眞紀子

まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

課題（Webテスト） 出題範囲

第 1 回 講義「第 1～ 5 回」

第 2 回 講義「第 6 ～ 9 回」

第 3 回 講義「第 10 ～13 回」

相手を味方につける英語の敬語×ロジック 講師 愛場 吉子



「英語の聞き取りが苦手」という方はたくさんいらっしゃいます。このコースでは、「英語を隅々まで聞き取れる」よう

になるために、「英語が聞き取れない3つの理由」を紹介し、それらを解決する5つの音声学習法の効果的なやり方をお

伝えします。

まずはココカラ！
隅々まで聞き取れる

耳をつくる

■ Web講義動画（６回）※１回約15分

■ 講義録（ダウンロード）
■ 課題［Webテスト］（３回）

受講対象者
■ 全レベル

受講料
■ 4,800円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座
2019年

４月開講！

効果的な学習法で英語が聞き取れるようになる

法人向けビジネス英語プログラム
TAC×Q-Leap

英語が聞き取れない理由と解決するための効果的なト
レーニング法をお伝えします。

特長

1
日本のビジネスパーソンのべ6000名以上にスピーキン
グを指導してきた実績を持つ浅場眞紀子講師による講義
動画で理解が深まります。

特長

2

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

カリキュラム（講義６回 + Webテスト３回）

1 自己診断・聞けない理由 聞けない理由、英語と日本語の違い

2 日本人が苦手な母音 英語の弱母音、音の強弱を意識する

3 日本人が苦手な子音 英語らしい発音のコツ、破裂音、摩擦音、側音、子音と弱音母音を意識して発音する

4 音声変化を知る 連結、同化、脱落

5 様々な音声学習法 聞き取れるようになるための自己学習法

6 単文聞き取りトレーニング ディクテーション、シャドーイング、センテンスリピート、オーバーラッピング、音読

課　題 Web テスト 全３回

Q-Leap株式会社代表取締役社長。慶応大学卒
業。コロンビアティーチャーズカレッジ英語教授
法TESOL修士号取得。

担当講師　浅場 眞紀子（Makiko Asaba）

外資２社に計10年トレーダー・アナリストとして勤
務。その間シカゴ、ニューヨーク、ジュネーブに３年
半駐在。専業主婦10年を経た後、ビジネスバックグ
ランドを生かして、企業研修講師として日本のビジネ
スパーソンに英語を教える仕事に従事。のべ6000人

以上にスピーキングを指導する。2014年ビジネス英語研修会社Q-Leapを
愛場吉子氏と設立。現在TAC株式会社の案件を含む企業研修、コンテンツ作
成、英語プログラム一般に対するコンサルなどを中心に展開中。
TOEIC® L&R TEST990点（満点）、TOEIC® S&W TESTS400点（満
点）、Cambridge CPE、英検１級優秀賞。
著書『ビジネスがはかどる！英文Ｅメールハンドブック』（アルク）、
『TOEIC® テストスピーキング/ライティング総合対策』（共著・旺文社）。



54
同様に「第２回」～「第６回」の講義を

視聴し課題(Webテスト)を受験する

課題（Webテスト） 出題範囲

第 1 回 講義「第 1 回」

第 2 回 講義「第 2 ～ 5 回」

第 3 回 講義「第 6 回」

「自分の音声」を録音する
（講義中に指示があります）

2-1

講義で聞いた音声や
2-1で録音した自分の
音声を書き出し、自分
の発話の特徴を知る

2-2

※択一式、記述式があります。
　PCでのご受験を推奨します。

3 第1回の講義が出題範囲の
課題１(Webテスト)を受験し

理解度をチェック*2

学習の流れ（第１回 自己診断・聞けない理由の例）

講義動画（第1回）を視聴する
（PC・タブレット・スマホ対応*1）

1 2

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

TOEIC® S&W テスト総合対策 講師 浅場 眞紀子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

相手を味方につける英語の敬語×ロジック 講師 愛場 吉子

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

修了基準に達したら受講修了。
修了証 *3 をお送りします。

◦本講座はQ-Leap㈱との共同開発講座です。
◦教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。



英語でのプレゼンスキルの重要性がますます高まっている一方で、苦手意識を持っている日本のビジネスパーソンの方は

少なくありません。このコースでは、一流のプレゼンをするビジネスパーソンが英語でプレゼンをする時に無意識にやっ

ている15の法則についてご紹介します。これらの法則を取り入れて、相手を動かすプレゼン・スピーチができるように

なりましょう。

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている

英語でプレゼン・スピーチ
15の法則

カリキュラム（講義５回＋Webテスト３回）

1 ビジネス英語プレゼンの基本 プレゼンの種類とオーディエンス / 事前に知っておくべきこと /
英語プレゼンの基本構成

2 良いスライドの条件 メインメッセージで最も伝えたいことを瞬時に伝える　他

3 英語プレゼン頻出の表現 順番・プロセスを表す表現 / これから話すことを伝える表現　他

4 各スライドを説明する 3 ステップ 前置きをする / メインメッセージを伝える / 詳細を説明する

5 聞き手にしっかり伝わる話し方 内容語が分かれば、メリハリのあるスピーチができる　他

課　題 Web テスト 全３回

■『一流ビジネスパーソンが無意識にやっている
　   英語でプレゼン・スピーチ15の法則』（三修社）
■ Web講義動画（５回）※１回約15分

■ 講義録（ダウンロード）　■ 課題［Webテスト］（３回）

受講対象者
■ TOEIC® L&R TEST 600点以上の方

受講料
■ 6,900円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座
2019年

４月開講！

英語プレゼンの基本構造、役立つ表現、効果的な伝え方のポイントを習得

筑波大学国際総合学類卒、
コロンビア大学大学院修士課程修了
（TESOL・英語教授法）

担当講師　愛場 吉子（Yoshiko Aiba）

法人向けビジネス英語プログラム
TAC×Q-Leap

教材として使用する『一流ビジネスパーソンが無意識に
やっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則』の著者
である愛場吉子講師による動画講義で理解が深まります。

特長

2

分かりやすい英語プレゼンテーションの構造、役立つ英
語表現、そして効果的なデリバリー（伝え方）のポイン
トをお伝えします。

特長

1

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも 
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

企業研修英語講師、スピーキングテストの試験官、評
価官を経て、2011年よりCalvin Klein ニューヨー
ク本社にて勤務。2014年に帰国後は、ビジネス経験
と英語教授のスキルを活かし、ビジネス英語研修の会

社、Q-Leap株式会社を共同設立。TAC株式会社の案件を含む、企業のエグ
ゼクティブ、ビジネスパーソン向け英語指導に従事。中央大学ビジネスス
クール講師。TOEIC® L&R TEST 990点（満点）、TOEIC® S&W TESTS 
400点（満点）。
著書に『一流ビジネスパーソンが無意識にやっている英語でプレゼン・ス
ピーチ15の法則』（三修社）、『英語のプレゼン直前５日間の技術』（アル
ク）、『相手を必ず味方につける英会話のロジック』（アルク）等がある。



TOEIC® S&W テスト総合対策 講師 浅場 眞紀子

まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

学習の流れ（Lesson１ビジネス英語プレゼンの基本の例）

テキストにはCDがついて
いるので、音声も聞き、

声に出す練習をしましょう

1 3

4 5

2
Lesson１が出題範囲の

課題１(Webテスト)を受験し
理解度をチェック*2

以降Lesson 2～5も同様に1～3の順で
講義を視聴し課題(Webテスト)を受験する

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

おススメの関連コース

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

講義動画（Lesson１）
（PC・タブレット・スマホ対応*1）を
テキストを見ながら視聴する

課題（Webテスト） 出題範囲

第 1 回 Lesson 1

第 2 回 Lesson 2・Lesson 3

第 3 回 Lesson 4・Lesson 5

修了基準に達したら受講修了。
修了証 *3 をお送りします。

◦本講座はQ-Leap㈱との共同開発講座です。
◦教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。



「英語は日本語と違って直接的。言いたいことをとにかく率直に伝えればいい」「英語に敬語は無い」なんて思っていま

せんか？　この講座では特にビジネスシーンで英語を使う方に使いこなせるようになっていただきたい「英語の丁寧表現

と伝え方のルール」について５つの言語行為（依頼・提案・断る・反対・苦情）を取り上げて解説します。ここで学んだ

知識は、相手を味方につけ、信頼関係を構築する大きな力となり、ひいては、ビジネスの結果にもつながるはずです。

相手を味方につける！
英語の敬語×ロジック

カリキュラム（講義７回＋Webテスト３回）

1 英語の丁寧表現 丁寧度をコントロールする「２つの指標」、
丁寧度を調整する英語表現「７つの手法」

2 英語のロジック - 話の組み立て方 英語のほうが具体的、言語行為別に構成要素を押さえる

3 相手を味方につける「依頼」 「依頼」の構成要素、実践トレーニング

4 効果的な「提案」 「提案」の構成要素、実践トレーニング

5 角を立てずに「断る」 「断り」の構成要素、実践トレーニング

6 建設的な「反対」 「反対」の構成要素、実践トレーニング

7 相手を動かす「苦情」 「苦情」の構成要素、実践トレーニング

課　題 Web テスト 全３回

■『相手を必ず味方につける英会話のロジック』（アルク）
■ Web講義動画（７回）※１回約９分

■ 講義録（ダウンロード）　■ 課題［Webテスト］（３回）

受講対象者
■ TOEIC® L&R TEST 600点以上の方

受講料
■ 6,800円（教材費・消費税８％込み）

■ ３ヵ月

オプション：人材育成担当者様向け「TAC LMS」設定可能

使用教材（受講料に含まれています）

受講期間　

講義動画で学ぶWeb通信講座
2019年

４月開講！

場面に応じた丁寧表現と伝え方のルールを身につける

筑波大学国際総合学類卒、
コロンビア大学大学院修士課程修了
（TESOL・英語教授法）

担当講師　愛場 吉子（Yoshiko Aiba）

法人向けビジネス英語プログラム
TAC×Q-Leap

ビジネスで英語を使う時に知っておきたい、目的に応じ
た効果的な伝え方のロジックと敬語表現を学びます。

特長

1
教材として使用する『相手を必ず味方につける英会話の
ロジック』の著者である愛場吉子講師による動画講義で
理解が深まります。

特長

2

講義動画はPC、スマートフォン、タブレットいずれでも
受講期間内に何度でも視聴できます。

特長

3

体験講義は
こちら

▼

※Web講義動画のイメージ

企業研修英語講師、スピーキングテストの試験官、評
価官を経て、2011年よりCalvin Klein ニューヨー
ク本社にて勤務。2014年に帰国後は、ビジネス経験
と英語教授のスキルを活かし、ビジネス英語研修の会

社、Q-Leap株式会社を共同設立。TAC株式会社の案件を含む、企業のエグ
ゼクティブ、ビジネスパーソン向け英語指導に従事。中央大学ビジネスス
クール講師。TOEIC® L&R TEST 990点（満点）、TOEIC® S&W TESTS 
400点（満点）。
著書に『一流ビジネスパーソンが無意識にやっている英語でプレゼン・ス
ピーチ15の法則』（三修社）、『英語のプレゼン直前５日間の技術』（アル
ク）、『相手を必ず味方につける英会話のロジック』（アルク）等がある。



学習の流れ（Lesson１英語の丁寧表現の例）

講義動画（Lesson１）（PC・タブレット・スマホ対応*1）を
テキストを見ながら視聴する Lesson１が出題範囲の

課題１（Webテスト）を受験し
理解度をチェック*2

テキストにはMP3形式のCD-ROMがついてい
るので、音声も聞き声に出す練習をしましょう

1

3 4

2

修了基準に達したら受講修了。
修了証*3をお送りします。

オプション

人材育成担当者様向け　学習管理システム
（TAC Learning Management System） TAC LMS このコースには人材育成ご担当者様向けの

「TAC LMS」（学習管理システム）の設定が可能です。

教材構成・コースの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

受講者の受講状況をWeb上でタイムリーにご確認いただけます。学習進捗

ログイン（学習未実施）していない受講者に対してメールで学習開始のアナウンスを
送ったり、グループ内全員に一括で連絡事項を配信したりすることができます。

メール送信

提出課題である「Webテスト」等の実施結果や得点状況が把握できます。
実施結果はCSVでダウンロードすることもでき、管理資料等を作成する際にもお役立
ていただけます。

課題提出の
実施結果表示

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

TOEIC® S&W テスト総合対策 講師 浅場 眞紀子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

丁寧度をコントロールする「2つの指標」2

言語行為について理解できたところで、もう1つの重要なポイントをご説明しましょう。それは、
英語の丁寧表現についてです。もし「英語は自分の考えをストレートに伝える言語。へり下っ
た言い方や丁寧表現は存在しない」という誤った認識を持っているようでしたら、まずその考
えは捨ててしまいましょう。相手にはっきり意図が分かるように伝えることと、直接的で無
礼な言い方をすることは全く別のことなのです。英語にも丁寧表現はあります。そして、
ビジネスの場では特に、状況に応じて丁寧度をコントロールすることが重要です。では、英
語ではどのように丁寧さを変えていくのでしょう？　表現を使い分ける基準として、主に2つの
指標※があります。

（話題の重要度）
（相手との人間関係）

軽い 　 重い
近い 　 遠い

① Imposition
② Relationship

※Social Status（社会的地位）を別の指標としてとらえる研究もありますが、本書ではRelationshipに含めた形で紹介します。

そして、この2つの指標を組み合わせると、次のような表になります。本書では、これをIR

モデルと命名します。

近  遠

軽

重

人 間 関 係

A

C

B

D

話
題

A

C

B

D

は話題が軽く、  相手との関係が

は話題が重く、  相手との関係が

近い
遠い

近い
遠い

IR モデル

言語行為の1つ、「依頼」を例に取って見てみましょう。次のページの具体例では、同じ「依
頼」であっても、AよりB、CよりDと、丁寧さの度合いが増し、使われる英語表現が異な
る点に気付くと思います。
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章 IR モデルに従った具体例

例1  翌週のスケジュールを教えてもらう（話題 ： 軽）

・  仲の良い同僚に
Can you tell me your schedule for next week?

（来週のスケジュールを教えてもらえませんか？）

・ 上司に
Would it be possible to get your schedule for next week?
 （来週のスケジュールをいただくことは可能でしょうか？）

例2  顧客リストの共有を依頼する（話題 ： 重）

・ 他部署の友人に
Do you think you could share your clients’ contact list 
with us?

（あなたの顧客リストを、われわれと共有してもらうことはできますか？［できると思いますか？］）

・ 取引先の担当者に
I was wondering if you could possibly share your clients’ 
contact list with us.

（御社の顧客リストを、可能なら弊社と共有いただけないかと思っていたのですが）

では、ここで簡単に、丁寧度を調整する代表的な手法や表現を整理しておきましょう。

（人間関係 ： 近） A

（人間関係 ： 遠） B

（人間関係 ： 近） C

（人間関係 ： 遠） D

MP3

001 

018

*1　 事前に動作環境 https://wbt.tac-school.co.jp/check/（PC）、スマホをご確認ください。ただし講義録のダウンロード、
記述式の課題についてはPCでのご受験が必須となります。あらかじめご了承ください。

*2　Webテストは、一部記述式の問題を除き、解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。
*3　修了証発行の有無をお選びいただくことができます。

課題
（Webテスト） 出題範囲 課題

（Webテスト） 出題範囲

第 1 回 Lesson1 第 3 回 - ② Lesson4
第 2 回 Lesson2 第 3 回 - ③ Lesson5

第 3 回 - ① Lesson3 第 3 回 - ④ Lesson6
第 3 回 - ⑤ Lesson7

以降Lesson 2～7も同様に
1～2の順で講義を視聴し

課題（Webテスト）を受験する

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は 2019 年１月より開始予定です。



提出課題はテキストの内容をベースにした「場面指
定」タイプと、自分の好きな場面設定で書ける「自
由」タイプの2種類があります。全10回の提出で毎回
どちらかのタイプを選択することができます。

添削課題の提出、指導結果の閲覧はすべて会員マイページ＊2で行います。過去の添削答案も一括管理されるので、
復習するのに便利です。

課題を提出Step 2

『英文ビジネスEメール実例・表現1200 改訂版』
（Z会）

テキストで学習Step 1

答案は添削後10日以内に返送されます。指導された
内容をもとに自分のEメールをブラッシュアップしま
しょう。

添削答案を復習Step 3

添削指導10回付資料通信講座

ある程度単語や文法の知識があっても、いざ英語で問い合

わせ等のメールを書こうとすると戸惑ってしまう方は多い

のではないでしょうか。この講座は、ビジネスの現場で使

われている実践的な英文Eメール表現を約100場面、1,200

以上の例文を収録したテキストと 10 回の添削指導であなた

の英文 E メールをブラッシュアップすることを目的とした

コースです。

※ ご受講にはインターネット環境が必要と
なります。答案の作成にはMicrosoft® 
Wordが必要です。

英文ビジネスEメール

特長

豊富なメール実例と間違いやすいポイントを先
回りして学べるテキスト1

英文 E メールの基本的な型を指示に沿って書く「場
面指定」タイプと12 のテーマの中から自由に書く「自
由」タイプを毎回選択して組み合わせられる添削課題

２

日本語添削と英語添削＊1から選べる添削指導
＊1 英語指導は自由タイプのみ選択可能３

■ お届けする教材 テキスト 『英文ビジネスEメール 実例・表現1200改訂版』（発行：Z会）

■ Webでご提供する教材 テキスト例文検索機能

■ 提出課題 10回　※Webでの添削指導

■ 標準学習期間  3ヵ月【1回60分×10回】

■ 受講料（8％税込） 28,800円（上記テキスト付）

あなたの英文Eメールを添削指導でブラッシュアップ

学習の流れ

「場面指定」と「自由」の2タイプ！

◦問い合わせ→見積もり

◦注文→受領

◦支払い

◦契約

◦依頼・申請

◦会議・イベント

◦アポイントメント

◦出張

◦クレーム

◦案内・通知

◦社交のあいさつ

◦その他

学習テーマ（12 テーマ）

＊2 会員マイページについては裏面をご覧ください。



モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2019年4月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合があります。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

有効期限：2019年９月30日（月）

添削

課題

テキスト

件名から結びまでを示したメール実例を約 100 場面収録。また、応用
しやすい例文が 1200 以上掲載されているので、ビジネスの様々な場面・
状況において役立ちます。

これまでの通信講座受講者の答案から導き出された、ついミスしがちな
ポイントについて具体例を挙げて解説しています。これを読めば迷わず
的確なメールが書けるようになります。

● メールの主旨や書き出し・結び等が日本語で指定されており、お題に
沿って英文を書きます。

● 自己流から脱却し、英文メールの基本的な型からしっかり身につけた
い・英語力にまだ自信が十分にない方などにお勧めです。

● 添削指導は日本人指導者が日本語で行います。

経験豊富な日本人添削者が、文法の誤りや日本語の意味とのズレなど、
日本人が間違えやすいポイントを丁寧に指導します。

間違えやすい箇所を、先回りして学ぶことで
メールの完成度がアップ！

ネイティブならではの自然な英語を学べる

● 「契約」「支払い」「社交のあいさつ」等、テキストの中の 12 のテー
マから 1 つを選び、自由にメール文面を書きます。

● 仕事でよく書くテーマがある方・逆にあまり書かないテーマに遭遇し
た時でも対応できるよう実践の幅を広げたいという場合にお勧めです。

● 添削指導は日本人による日本語の指導、ネイティブスピーカーによる
英語の指導から選択可能です。

英語が得意、という方ならネイティブ添削がお勧め。シチュエーション
に応じた、より自然で的確な表現をアドバイスします。
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件 名 	 件名：RE：EX-8000-DK-3，DK-6 の見積もりについて

	 倉本様

書き出し 	見積もりのご依頼をいただきどうもありがとうございました。

主 文 	 弊社見積もりは以下の通りです。

	 EX-8000-DK-3：20 台　計：3,000 ドル
	 EX-8000-DK-6：30 台　計：6,000 ドル

	 本見積もりは 20XX	年８月 15 日まで有効です。

結 び 	 私どものご提案にご満足いただけますことを願っております。ご注文
をお待ちしております。

	 トム・ベーカー

Subject: RE: Quotation for EX-8000-DK-3 and DK-6

Dear Mr. Kuramoto:

Thank you very much for requesting a quotation.

Our quotation is as follows:

EX-8000-DK-3: 20 units Price: $3,000
EX-8000-DK-6: 30 units Price: $6,000

This quotation will be valid until August 15, 20XX.

We hope that you find our proposal to be satisfactory. We look forward to 
receiving your order.

Sincerely yours,
Tom Baker

3
6問い合わせ

7 見積もり交渉への返信

再度の問い合わせ

見積もり依頼 見積もり交渉1 注文

5 見積もり依頼への返信2 問い合わせへの返信

4

□ valid　有効な　　□ find ～ to be ...　～が…とわかる　　□ satisfactory　満足のいく
□ comply with ～　～に応じる，適合する　　□ of service to ～　～に役立って

Words & Phrases

見積もり依頼に対するお礼を述べる書き出し
□ 弊社新製品に関心をお寄せいただき光栄です。

We very much appreciate your interest in our new products.
□ サマースーツお仕立て価格お見積もりの機会をいただき感謝申し上げます。

Thank you for the opportunity to provide you with a price quotation 
for our tailored summer suits.

見積もり内容を提示する主文
□ ご依頼の商品の価格として下記の通りご案内させていただきます。

The prices of the products you have requested are as follows.
□消費税込みの価格です。/ 消費税別の価格です。

Price including consumption tax / Price not including consumption 
tax

□こちらの価格には送料は含まれておりません。
These prices do not include delivery costs.

□ 50 個以上のご注文よりお値引きいたします。
A discount is available on orders of 50 units or more.

□ 本製品は 12 月５日までにお届けすることができます。
We can deliver this product by December 5.

□こちらが弊社でのもっとも低い価格でのお見積もりとなります。
This is the best possible estimate we are able to offer you.

□ 御社のご希望に添うようできる限りの努力をいたしました。
We have done all we can to comply with your request.

今後の注文へと結びつける結 び
□御社のお役に立つことができますよう願っております。

We hope that we may be of service to you in the future.
□よろしくご検討のほどお願い申し上げます。

We appreciate your kind consideration.

３ステップの置き換え例文

⑤見積もり依頼への返信 ⅰ. 見積もりを提示する

040-041_1章.indd   40-41 2014/12/17   15:17:43
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書く前にチェック！
的 確 に
書く技術
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場面設定

p.28商品に関する資料を請求する ▪送信者：オフィス用品・機器を販売している会社に勤める倉本隆（Takashi Kuramoto）
▪あて先：オフィス用品メーカーの担当者
▪要　旨：ウェブサイトで見つけたオフィスデスク（商品番号：EX8000）についての詳細資料を請求する。

　ウェブ上で見つけた品物に興味を持ち，メーカーに資料請求をする時のメールです。
どんな点に気をつければ要点が伝わるメールを迷わず書けるようになるか，以下のメー
ル実例を通して見てみましょう！

必ずおさえたいポイント
　仕事をする上で，情報収集を行うことは非常に大切です。状況に合わせていろいろな
表現を使い分けることができるよう，準備しておきたいものです。

★1 自分の状況を伝える
　今回のメールでは，送り手はウェブサイト上で商品の存在を知り，興味を持って資料
を請求しています。すでにそのウェブサイトである程度の情報は得ているはずですので，

「もっと多くの」を表す more を付けて more detailed information と比較級にしたほう
が，「（ウェブサイトでも確認したけれども）もっと詳しい情報が欲しい」という意図が
伝わり，相手に与える印象がよりよくなるでしょう。

★2 お願いする時は丁寧に
　また，相手に対してお願いして資料を送ってもらうという立場を考えて，It would 
be helpful if you could send them to us within this week. もしくは直前の文とまとめ
て Could you send us more detailed information about it within this week? とすると，
より丁寧な姿勢が伝わります。ビジネス E メールは簡潔な表現が好まれますが，状況
に応じて表現を使い分け，相手に気持ちよく対応してもらいましょう。

Subject:                               

To whom it may concern:

My name is Takashi Kuramoto, and I work in the company selling 

office goods and equipments.

We saw your website and got interested in your product, office desk 

(product number EX-8000).

We would like to get ★1  the detailed information about it, so could 

you send any materials?  ★2  It is helpful for us to get them within this 

week.

Respectfully yours,

Takashi Kuramoto

　このメールはより詳しい資料を求めるためのものですが，購入したものを自社で使用す
るか，仕入れて小売するのかという点までは書かれていません。その時１回だけの取引と
なるのか，今後継続的なビジネスパートナーになるのかという点は，価格交渉にも関係す
るので，最初に問い合わせる時点で情報を加えるとその後の流れがスムーズです。以下の
ような表現を効果的に加えてみましょう。

◇ We are planning to refurbish our office and may be interested in purchasing 12 desks.
（事務所のリフォームで机を 12 台入れ替えようと検討しています。）

◇ We would like to resell the desks in our store.
（弊社の店舗で御社の机を販売しようと思っています。）

◇ Is there any possibility of getting a discount on large orders?
（大量注文は割引対象となりますか。）

スムーズなやりとりのための情報提供Tips for Better Business E-mails

相手のスムーズな対応を促すためにも，Office 
desk EX-8000 など内容が一目で分かるような
具体的で簡潔な件名を記入しましょう。

ここで初めて話題に上
がる「会社」なので，
冠詞は a が適切です。

不可算名詞なので，-s は付
けず，equipment とします。

過去の一時点だけでなく今も「興味
を持っている」状態なので，現在の
状態を表す are（be 動詞）が適切です。

product と office desk のど
ちらか一方に絞りましょう。
件名と重複するので（　）
内は不要です。

結語と署名の間に行をあ
ける必要はありません。
続けて書きましょう。

028-029_1章.indd   28-29 2015/01/09   10:11:48

ビジネスシーンに役立つ、
現場に即した表現を豊富に学べる！

日本人に多い誤りをしっかり指導

学習管理機能
添削課題の提出、指導結果の閲覧は
すべて「会員マイページ」で行います。
添削結果などが一括管理されるので、
復習するのに便利です。

例文検索機能
「会員マイページ」には、テキストに掲載され
ている英文表現を検索する機能をご用意。

「目的」「キーワード」「シーン」の 3 種類の方
法で使いたい表現の例文を検索し、コピーし
て使うことができます。

質問回答
学習する中でわからないこ
とが出てきたら、「会員マイ
ページ」より質問が可能で
す。 ※回数無制限・無料

学習サポート：「会員マイページ」

日本語添削

「場面指定」タイプ

英語添削

「自由」タイプ



テキストに登場する英文を使った音読練習用の動画
が4回分用意されています。動画の指示に合わせて
ロールプレイなどの練習をします。

動画に合わせて
音読トレーニング

Step 2

テキストは1回分が見開きになっており、要点がわか
りやすくまとめられています。音声を聞きながら学習
した後はWebのミニテストで復習します。

テキストで学習Step 1

答案は添削後10日以内に返信されます。指導内容は
マイページから見ることができます。

添削課題を提出するStep 3

添削指導付資料通信講座

ある程度単語や文法の知識があっても、いざ英語で、例え

ば自社製品についてプレゼンの台本を作ろうとすると戸

惑ってしまう方は多いのではないでしょうか。この講座は、

伝えたいことを的確に表現できるようになることを目指し

て、英語の Function （「依頼する」「意見を述べる」「報告

する」などの機能）に基づき、実際のビジネスシーンで役

立つ英文・表現の型を学べるコースです。

TOEIC® L&R TEST スコア 600
点程度以上の英語力をお持ちの
方で、ビジネスの現場で自信を
もって英語を使いこなしたい方

対 象

※ ストリーミング再生はMacOS等には対
応しておりません。お申込み前にZ会キャ
リアアップコースWebサイト（www.
zkai.co.jp/ca/）のサンプル映像で視聴
可能かをご確認ください。答案の作成に
はMicrosoft®Wordが必要です。

実践ビジネス英語
−伝える力を最大化するFunction 16−

特長

実際のビジネスシーンで役立つ英文をもとに
表現の型を学び、実践力を鍛えるテキスト1

指示に合わせてロールプレイなどの練習が
できる音読練習用動画２

E メールを書く、プレゼンの台本を作る、
議事録を作成する等のリアルなライティング課題３

受講を通じて身につくスキル（例）

Function
（機能） 依頼する 意見を述べる 報告する

具体例

・ 部下に急な会議の資料作成を 
お願いできる

・ 取引先の提案に言いにくい変更を 
依頼できる

・ 相手の都合を聞きながら 
丁寧な依頼ができる

・ 会議で理由を明確にしながら意見が
言える

・ メールで、アンケート結果を根拠に 
改善の必要性を強く伝えられる

・ 自信の度合いにあわせて適切な 
表現で主張できる

・ タイムリーに伝えたいことの「速報」
メールを送って、関係者との 
情報共有ができる

・ 目標との差異を伝えて、今後の 
見込みを報告することができる

・ 会議で、プロジェクトの進捗の遅れ
について理由とともに報告し、状況
を理解してもらうことができる

■ お届けする教材 Z会オリジナルテキスト

■ Webでご提供する教材 ・PDF版テキスト（紙でお送りする「Z会オリジナルテキスト」と同じ内容）　

 ・音声（ストリーミング配信・ダウンロード約80分）、ミニテスト（全32回）

 ・ 動画（ストリーミング配信／1回3分30秒〜4分30秒×4回）　・英語力アンケート（2回）

■ 提出課題 4回　※Webでの添削指導

■ 標準学習期間  2ヵ月【1日30〜60分×週5回×8週間】

■ 受講料（8％税込） 25,000円

実際のビジネスシーンで最適な表現が使える実践力を身につける

学習の流れ



カリキュラム
回 学習内容

1 依頼する（1） 相手に合わせた依頼表現

2 依頼する（2） 丁寧な依頼表現

3 依頼する（3） 社外の取引先への依頼

4 交渉する 仮定を提示しながら交渉する

5 意見を述べる（1） 自信の度合いに合わせて意見を述
べる

6 意見を述べる（2） 理由・根拠を明確にする

7 意見を述べる（3） 賛成・反対する

8 意見を聞く 相手の意見を聞く

9 確認する（1） 理解が正しいか聞き返して確認す
る

10 確認する（2） その場にいない第三者へ確認をと
る

11 指示する（1） 指示内容を遂行する必要性を伝え
る

12 指示する（2） 使役動詞を用いた指示表現

13 説明する（1） 製品の機能・特徴を説明する

14 説明する（2） 順序立てて説明する

15 説明する（3） 市場の動向・売上を説明する

16 説明する（4） 商品の製造工程を説明する

回 学習内容

17 苦情を言う（1） 相手に対応を求める

18 苦情を言う（2） トラブルの内容を伝える

19 謝罪する（1） 苦情内容を確認して謝罪する

20 謝罪する（2） 調査結果を伝える

21 報告する（1） 営業報告を送る

22 報告する（2） 進捗・状況を報告する

23 報告する（3） 見込みを伝える

24 報告する（4） 改善・助言を含めて報告する

25 調整する（1） アポイントを取る

26 調整する（2） 日程を変更する

27 案内する（1） 当日の案内を送る

28 案内する（2） 取引先に会議参加者を紹介する

29 【会議】目的を共有する 会議の目的を伝える

30 【会議】議論を深める 参加者に発言を促す

31 【会議】まとめる 意見をまとめる

32 【会議】しめくくる 会議をしめる

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2019年4月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合があります。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

有効期限：2019年９月30日（月）

テキスト・添削指導

添削指導

実際のビジネスシーンで役立つ英文を
もとに表現の型を学ぶことでどのよう
な場面にも対応できる応用力・適応力
を身につけることができます。

学んだ表現を活用しながら「相手に言いたい
ことを伝える」ためのポイントをアドバイス！

E メールを書く、プレゼンの台本を作る、
議事録を作成するといったリアルなライ
ティング課題を通して、テキストで学ん
だ表現を実際に活用する力へと鍛えま
す。英語でのビジネス経験豊富な日本人
添削者がきめ細やかに指導します。

テキスト ビジネスで日常的に遭遇しうる場面に
触れながら、実践力を鍛える！

学習の進捗が一目でわかる！
学習スケジュールや実際の学習日が一覧できるの
で、学習進捗管理に便利です。遅れがでたら、軌
道修正も可能。目標に向けて計画的に学習できま
す。ミニテストの成績も残せます。

質問は気軽にWebで！いつでも何度でも！
学習をすすめる中で分からないことが出てきたら、マイページ上
の「マイ相談ルーム」が便利です。教材内容や学習法の相談など
さまざまな質問に、英語学習のエキスパートが Webで回答します。
※回答には 5 日程度を要します（年末年始を除く）。

Web上での学習サポート　《マイページ》
Web上にあなた専用の学習ページ《マイページ》をご用意



iPadでのアダプティブ・ラーニングを通じて「実社会で活きて使える英語」を習得

※ CEFR のレベルを示す表現は、Ｚ会グループの定義によるものです。

Proficient User【熟達した使用者】
様々な状況で英語を意のままに用いることができ、
場面に合った言葉づかいや文体を選択できる。

C2

C1

Independent User【自立した使用者】
日常生活や学習、仕事などで必要な英語を理解し、
ある程度流暢に自分を表現することができる。

B2

B1

Basic User【基礎段階の使用者】
身近なことやなじみのあるトピックであれば、日常
生活で使われる英語を理解し、用いることができる。

A2

A1

CEFR CEFR-J 新学習
指導要領

B2

投野 由紀夫 教授（東
京外国語大学）を中心
に、CEFRを日本の英
語教育の実情に合うよ
うに細分化

B2.2

高校
B2.1

B1
B1.2
B1.1

A2
A2.2

中学校A2.1

A1
A1.3
A1.2

小学校
（高学年）A1.1

PreA1

「聴く」「読む」「書く」「話す」を一人ひとりの理解度に合わせて学習できる革新的オンライン講座

実社会で活きて使える
ことばとしての英語を育む Asteria

これからの社会では、英語を自らのことばとして自在に使いこな

せる力が求められます。本講座では、世界中で使われている言語

指標 CEFR* を更に日本人の英語学習に特化させた「CEFR-J」* を

日本全国で初採用。「聴く」「読む」「書く」「話す」の４技能ごと

に何ができるかを知り、できることが増えていく喜びを感じなが

ら学習を進めていける、これまでに無い全く新しい英語教材です。

言語能力の国際標準規格「CEFR」

CEFR（Common European Framework of Reference for Languages/ ヨーロッパ言語共通

参照枠）とは、「その言語を使って何ができるか」を測る、言語能力の熟達度を測る国際的な尺度です。

例えば、「私は英語は CEFR B1、フランス語は A2、ドイツ語は A1 です。」と言うと、それぞれの

言語がどれくらい使えるのか相手に伝わります。国境を越えた就職など人々の流動性が高く、第３

外国語で仕事をすることも珍しくないヨーロッパでは日常で使われています。情報や人のシームレ

スな移動によって多言語・多民族・多文化化していく世界では、複数の言語を共通の軸で見渡す考

え方はますます重要になっていくでしょう。

CEFR 基準で日本人の英語力を測った場合、現状、大学卒業後も 80％が A1・A2 レベルにとどまっ

ており、特に【Writing（書く）】【Speaking（話す）】の発信技能は A1 レベルに集中していると言

われています。さらに、英語教育の実情にあてはめると、CEFR レベルを１つ上げるのに複数年を

要するので、同じレベルでもばらつきが大きく、到達点が見えづらくなってしまいます。このよう

な状況を鑑み、投野 由紀夫 教授 （東京外国語大学）が中心となって、CEFR に準拠しながらもより

日本人の英語学習に適した「CEFR-J」という指標が開発されました。

*CEFR, CEFR-J について

本講座のご受講に当たってはiPadとインターネットの接続環境をご用意ください。
学習は、iPadひとつで全て完結します。その他、必要に応じてタッチペンなどの周辺機器をご用意ください。
＊対応するiPadの機種や周辺機器に関する情報は、随時更新していきますので、Z会AsteriaのWEBサイトにてご確認ください。＊通信環境は、常時接続可能なブロードバンド環境と無
線LAN（Wi-Fi）環境をご用意ください。

■受講に必要な環境・周辺機器について
下記のWEB ページに、受講前にご準備いただきたい内容の最新情報をまとめています。ご確認ください。
https://www.zkai.co.jp/home/z-app/correspond.html

＊「Asteria」の商標は、アステリア株式会社のライセンスにもとづき使用されています。＊iPadはApple.Incの商標です。

Ｚ会 Asteria
英語４技能講座

特長

一人ひとりの理解度に合わせて学習できる
アダプティブ・ラーニングを採用1

i Pad で「英語を使う場面」を疑似体験２

人によるサポートで表現力 • 発信力を磨く３

Ｚ会 Asteria
英語４技能講座

受講対象者 受講期間 受講料（８%税込）

全レベル ６ヵ月 19,800円

オンラインレッスン（Speaking） 月２回（１回25分）付（予約制）



モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

本コースのモニター受講は2019 年１月より開始予定です。

初回受講時に学習設定（英語の
外部試験の結果など）を入力し
ていただくことで、適切なスター
ト地点から学習が始められます。

一人ひとりの理解度に合わせて学習できるアダプティブ・ラーニングを採用

iPad ひとつに英語４技能学習「聴く」「読む」「書く」「話す」のすべてを網羅。演習問題（Training）には、Knewton,Inc. のアダプティブ・エンジ
ンを搭載した「アダプティブ・ラーニング」を採用しており、一人ひとりのペース・理解度に合わせて問題が提示されるので、弱点を確実に克服すること
ができます。

4 技能のいずれも、まずは「Training」と呼ばれる最新のテクノロジーを駆
使した、アダプティブ・ラーニングで学習を積み重ねます。個別の問題の正
誤に加えて、これまでの学習履歴、習熟度、さらに他者の学習状況・学習履
歴まで含めたデータを総合して、課題を効率的にクリアできるよう、最適な
問題が提示されますので、無理なくレベルアップしていくことができます。

4 技能のうちの発信技能【Writing】【Speaking】では、
学習の節目で「Brush Up」と呼ばれる総仕上げを行
います。Training で練習したことを、どれだけ身につ
けられたのか、Brush Up で実践することによって確
認することができます。

※ Ｚ会グループは、Knewton,Inc. と業務提携しています。Knewton,Inc. のアダプティブ・エンジンは
世界各国の学校・学習サービスで採用され、高い学習効果を上げています。

音声認識
実際に声に出して発話すると音声認識エンジン
が文字として表示。発音の改善もはかれます。

映像
映像とともに流れる音声を聞きとることで、実
生活の様子を想像しながら学ぶことができます。

アダプティブ・ラーニングのメリット

特長1

学習の流れ

実際に起こりうる場面を想定した「活きた英語」を重視した問題を出題。ビジネスや実生活などで直面する様々な場面を疑似体験しながら学習できます。

書く　Writing
メールや手紙を書いたり、アンケートを作成したりと、実生活で
出合う『書く』場面を想定。その過程で必要になる文法事項を学
んでいくので、「文法は習ったけれど使えない」という事態に陥
ることなく、目的を明確にした学習が可能です。

聴く　Listening
アナウンスや指示を聞き取ったり、映像とともに流れる音声を聞
き取ったりと、実生活で出合う『聴く』場面を想定。会話の流れ
や講義の骨子が理解できているか、聞き慣れない語の意味を文脈
から推測できるかといった視点からも、聴く力を養っていきます。

話す　Speaking
職場や身の回りで起こる『話す』場面を想定。それぞれの場面に
必要な表現を学び、さらにその発音で実際に伝わるかどうかも、
音声認識エンジンや外国人講師とのオンラインレッスンで確認す
ることができます。

読む　Reading
説明や指示を読み取ったり、物語の筋を追ったりと、実生活で出
合う『読む』場面を想定。英文全体の流れが理解できているか、
見慣れない語の意味を文脈から推測できるかといった視点から
も、読む力を養っていきます。

 i Pad で「英語を使う場面」を疑似体験特長2

日本人が弱いとされる「スピーキング」や「ライティング」の発信力も、人による「オンラインレッスン」と「添削問題」の個別指導で実践演習を積むことで、
より自然な表現を着実に身につけられます。

オンラインレッスン（Speaking）
アダプティブ学習で会話に必要な表現を学んだのち、外国
人講師とのオンラインレッスンに進みます（１回25分／
予約制）。iPadに内蔵のビデオカメラとマイクを使って
会話するもので、講師は受講者の到達度を判断してレッ
スンをリードし、レッスン後には評価が届くので、実践
的な会話力が身につきます。オンライン英会話で定評の
あるレアジョブ社との共同開発によるサービスです。

添削問題（Writing）
添削問題ではテーマに沿ったライティング
に挑戦。アダプティブ学習で学んだことが
どれだけ使いこなせるかを確認できます。
解答は画面上で提出いただいたあと、Z会の
添削指導者が、丁寧な個別添削指導をおこ
なって返却するので表現力が高まります。

人によるサポートで表現力 • 発信力を磨く特長3

Brush  Up 添削問題（Writing）

オンラインレッスン（Speaking）

質 問 回 答  ＊い つでも提 出 可 能

Tra in ing アダプティブ学習

学習効果が高い 自分の理解度に即した過程をたどりながら、
学習を進められる。

つまずきに対して早期に対処できる 自分では気づきにくい弱点を発見し、
それに合わせた課題がすぐに提示される。

固定的なカリキュラムに学習する側が合わせるので
はなく、関連の深い学習項目が次々と提示される。自分に合ったペースで学習できる

有効期限：2019年９月30日（月）



初回
目標・スケジュール設定
Pre Test

中間地点 Half Test

試験前 Target Test

Part別演習

見直したい問題は
ブックマーク！

間違えた問題や、もう一度見直したい
問題・解説は、ブックマークをして

後で確認することができます。

TOEIC® L&R TEST 対策 eラーニング講座

TOEIC® L&R TEST のスコアを着実に上げるためには、弱点の克服が欠かせま

せん。Adaptie は世界最高峰のアメリカ・Knewton 社のアダプティブラーニ

ング技術を取り入れ、あなたの理解度に合わせて出し分けられる問題で弱点を

ピンポイントで克服できる e ラーニングコースです。

Part 別の問題演習中心の学習で、
本番での実戦力を養いたい方
苦手を効率的に克服したい方
スキマ時間を有効活用したい方

対 象

特長
あなたの「今」の実力を分析して出題される最適な問題で演習できる1

パート別・問題パターン別の問題演習で、本番に強くなる２

タブレット・スマートフォン対応でスキマ時間が活用できる３

お届けする教材 Target Test問題冊子
※ 通常版と６ヵ月版共通です。

※Target Testの音声・解答解説を含め、その他の教材はすべて　 
　Web上での提供となります。

Part別 学習コンテンツ
Adaptive ラーニング

（演習問題・解答解説、学習ポイントの動画講義、文法解説）

Brush-upトレーニング（各Part の仕上げ問題）

※ Adaptiveラーニングの学習コンテンツは、個人の理解度・進捗に
応じて表示されます。動画講義や文法解説は別途一覧からもご覧い
ただけます。

提出課題（模擬試験） Pre Test ／ Half Test ／ Target Test

※ Testの提出機能は、スマートフォンに対応しておりません。PCまた
はタブレット、タブレットPCをご利用ください。

※ Pre TestとHalf Testは、本番の半分の問題量の模試で、Web上
で解答します。Target Testは、本番と同じ量の模試で、お届けす
る問題冊子を使って解答した後、Web上のフォームに解答内容を入
力します。

サポート期間 通常版：1年間　6ヵ月版：6ヵ月 ※ サポート期間は、問題演習や質問投稿・課題提出などのマイページ
機能の有効期間です。

受講料（8％税込） 通常版：30,000円　6ヵ月版：18,000円

最新のアダプティブラーニング・テクノロジーで、あなたの弱点をピンポイントで克服

※現在のスコア 500 点程度以上の方
　に特に効果的です

Adaptie [全レベル対応]

TOEIC®テスト

※一部 Z会 「100UPトレーニング」と重複する問題がございます。
※ストリーミング再生はMacOS等には対応しておりません。お申込み前に、キャリアアップコースWebサイト（www.zkai.co.jp/ca/）のサンプル映像で視聴可能かをご確認ください。
　動作推奨環境の詳細につきましては、https://www.zkai.co.jp/ca/info/suisyo.htmlからご確認ください。

※スケジュール設定機能とTest機能は、スマートフォンに対応しておりません。受講にはPCまたはタブレット、タブレットPCが必要です。
※Pre Testの提出は１回のみとなります。Half TestとTarget Testは繰り返し提出が可能です。

目標スコアと学習期間を設定し、学習開始時の実力を判定する Pre Test を受験したら、学習スタート。自由に Part を

選んで、本番形式の演習に取り組みます。学習期間の中間地点と試験前には、Half Test・Target Test と呼ばれる模試

を受験し、学習の成果を測ります。

学習の流れ

スマートフォン用画面
パソコン用画面



モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2019年4月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合があります。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

有効期限：2019年９月30日（月）

「今」の実力を分析 → 最適な問題を出題特長1

① Analytics（分析機能）：目標までの距離を常に意識
１問１問の正誤情報を元に、アダプティブラーニングエンジンが、学習者の理解度をリアルタイムで分析。学習のペース表示は
もちろん、理解の進み具合や予想スコアの目安をグラフで表示します。「いつまでに」「何点」という目標に対する現状をしっか
りと認識し、今やるべきことを明確に把握できます。

② Recommend（自動出題機能）：「目標」と「現状」のギャップを埋める実戦演習
各パートの問題パターンを細分化した「学習ポイント」から、強化すべきポイントを分析。今のあなたの弱点を補う問題を選んで、
自動で出題します。Adaptie では、この「目標」と「現状」を意識した「ゴール逆算型」の演習で、実戦力を高めます。

③動画講義による解説
知識を整理する必要あり、と判断された場合には、動画講義が表示されます。 
実戦演習によるアウトプットはもちろん、問題パターンや攻略法、文法事項のインプット
も万全です。

各パートの出題形式に沿った問題演習でスコアアップを目指
します。各パートの問題パターンを細分化した「学習ポイン
ト」ごとに演習できる機能もあり、理解度の分析結果のグラ
フを見れば一目で得意・苦手が
わかるので、苦手を徹底的に克
服する学習が可能です。問題量
も豊富で、定期的に問題の追加
を行っています。本番のシミュ
レーションができる 3 回の模
擬試験で、学習の成果も実感で
きます。

インターネットに繋がる環境にさえあれば、PC でもタブレッ
ト・スマートフォンでも学習を進めることができます。
ご自宅だけでなく、通勤・通学の隙間時間を利用した学習で、
多くの方が学習の習慣化に成功しています。 

パート別・問題パターン別の
問題演習で、本番に強くなる。

タブレット・スマートフォン対応で
スキマ時間が活用できる特長2 特長3

※ダウンロードアプリでの学習ではなく、インターネットのブラウザ上での学習となります。
※ご受講には、PCまたはタブレットが必要です。模擬試験はスマートフォンに対応していません。

タブレット・スマートフォン使用時イメージ

Part別演習問題イメージ

100 ～ 145 点のスコアアップを達成した方の平均問題演習時間は 37.2 時間。最新のテクノロジーがあなたの学習に徹底的
に寄り添うことで、常に学習コーチがそばにいるような感覚で、いつでもどこでもオンラインで学習を進められます。

100点アップを目指すなら、平均問題演習時間は 37.2時間

スコアアップ幅 平均問題演習時間

50点～95点 アップ（61名） 25.8時間

100点～145点 アップ（58名） 37.2時間

150点以上 アップ（38名） 47.1時間

※Part別のAdaptiveラーニングに取り組んだ時間を、「問題演習時間」として算出しています。
　Pre Test／Half Test／Target TestとBrush-upトレーニングに取り組んだ時間は除きます。

Adaptie の
紹介動画は

こちら
さらに詳しく！



「TOEIC® L&R TEST 完全達成 
模擬試験」の特徴
● 200問の完全模試を1回分、

100問のハーフテストを2回分収録
● TOEIC®L&R TEST対策の専門家が出

題傾向に合わせ厳選した問題を収録
● 統計情報に基づく予想スコア算出
● 問題のポイントがわかり、応用力も

身につく詳しい解説
● 受講期間内は何度でも繰り返し受験
　 が可能

　『TOEIC®L&R TEST 完全達成 模擬試験』では、200問を2時間で解くフルテスト
を1回分、問題数・制限時間が半分のハーフテストを2回分受験することができます。
傾向を的確にとらえた厳選問題と応用力が身につく詳しい解説、統計情報に基づくスコ
ア予想とレベル診断により、TOEIC®L&R TEST対策をサポートします。
　初めて TOEIC®L&R TESTを受験する学習者は、実際のテストの雰囲気をつかむため
に。さらなるスコアアップを目指す学習者は、学習成果の確認のために。それぞれの実
力に合わせて活用していただけます。　

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.

TOEIC  L&R TEST を最大限に再現

TOEIC  L&R TEST 完全達成 模擬試験
TOEIC対策ｅラーニング

受講価格：税別12,000円（受講期間：3ヶ月間）
　　　　　　　　※団体利用割引も対応可能です。

®

®



　『TOEIC®L&R TEST 完全達成 模擬試験』には、全問
題に和訳と解説がついています。各問題の正誤判定のポ
イントはもちろん、ほかの問題にも通じる解き方のポイ
ントを学ぶこともできます。
　また、解答内容を分析し、学習者の得意な分野と苦手
な分野を明示。本番に向けた学習に役立てることができ
ます。

▼正解率に基づき推測スコアを算定 ▼「項目別評価」で得手不得手を確認

▼「レベル診断」ではスコアに応じたコメントを表示▼得意パート、苦手パートが一目でわかる「パート別スコア」

TOEIC 　L&R TEST 完全達成 模擬試験

対象受講者 標準学習時間

10時間 ～

受講期間

3ヶ月間

価格（税別）

TOEIC®L&R TEST 完全達成 模擬試験 TOEICテスト受験者 12,000円

コース名

®

スコアアップのための模試
応用力を養う詳しい解説
苦手対策に役立つ実力分析

▼全問解説付き

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac



受けてみよう！TOEIC Bridgeテスト
TOEIC Bridge対策ｅラーニング

英語の勉強って、何をしたらいいの？
第一歩は、TOEIC Bridgeテストから

「わかりやすい」「できる」、その実感が
持てるから、途中で飽きずに続けられる

　TOEIC Bridgeテストは、TOEICテストの半分の時間で、より身近な話題を用い、
リスニングのスピードも落としたやさしい形式なので、「TOEICテストを受けてみた
けど、難しすぎて…」、「英語の勉強を始めてみたいけど、何から勉強していいか
わからない」、「英語が得意ではない」という英語初心者が目標とするのに最適です。
　この「受けてみよう！TOEIC Bridgeテスト」は、TOEIC Bridgeテストに挑戦する
のに必要な内容をしっかりと押さえ、英語学習に慣れていない方にもわかりやすい
ので安心して学習できます。

「受けてみよう！
　TOEIC Bridgeテスト」の特徴

●  問題を傾向ごとにわかりやすく分類

●  全てのユニットにナレーション付

●  目で見て覚えやすいイラスト

●  ユニットごとに理解度を確認できる
     実践練習

●  短くまとめた１ユニットで、
     空いた時間に気軽に学習できます

●  豊富な種類の学習メソッド

●  多くのテスト攻略法を紹介

●  初めてテストを受ける人のための
     ガイダンス付

　各ユニットでは、アニメーション、ナレーションを用いた講義形式になっているので、
教材を目で追うだけではわかりづらい内容もすんなりと理解することができます。
　例をあげながらわかりやすく丁寧な解説をした後に、すぐやさしい練習問題を解く
形式なので、学習したことをしっかり記憶できるだけでなく、「できる！」という
実感で、語学の学習に必要な継続のモチベーションを維持することができます。

受講価格：税別 5,000円（受講期間：3ヶ月）
　　　　　　　　　※団体利用割引も対応可能です。

 

 

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.



受けてみよう！TOEIC Bridgeテスト

 TOEICテストは英語運用能力を測る
テストとしてすっかり定着しましたが、
初級者には少しハードルが高すぎます。 
そこで初級者向けに、より「易しく」
「日常的で身近な」「短時間の」という
コンセプトのもと開発されたのが
TOEIC Bridgeテストです。

 はじめての目標として
 TOEICテストで長時間のリスニング、

早いスピードの話し方についていけず、
途 中 で 放 棄 し て し ま っ た こ と は
ありませんか？英語を勉強したいけれど、
難しすぎてはやる気をなくしてしまう
というそんなあなたに。
まずはTOEIC Bridgeテストをひとつの
目標に英語を始めてみましょう。

 英語初級者の、現在の英語能力を把握
する手段として、学習の目標として
利用するのに最適なテストです。
高校・大学などの教育機関をはじめ、
企業でも採用するところが増えてきて
います。
ぜひあなたも挑戦してみてください！

 ※「TOEICスコア450点以下」が、
 TOEIC Bridgeテスト受験の目安です。

対象受講者

英語学習初心者

標準学習時間

15時間 ～

受講期間

3ヶ月間

価格（税別）

受けてみよう！TOEIC Bridgeテスト 5,000円

コース名

 音声を聴いて進める
 わかりやすい講義方式
テキストを読むのが遅かったり苦手な
方でも、すべて音声で解説を聴けるので
無理なく進めることができます。
例文も多く入れているので、気づいたら
かなり英語に馴染んでいるはずです。

 

 イラストを豊富に使って
 イメージでも覚えます
イラストを使っているので、飽きずに
効果的に学習できます。
文字で見るだけではつかみにくい
イメージも、イラストで見ると自然と
覚えることができます。

 学習の最後には、TOEIC Bridge
 テスト形式の問題練習
各学習ユニットの最後に、本番と同じ
テスト形式の実践練習に挑戦。
学習したことを確認できるだけでなく、
「できる」という実感を持つことが
できます。

 TOEIC Bridgeテストの
 概要をわかりやすく説明
テストの形式についてだけでなく、
受験に必要な手続きから、当日の
注意点まで、受験に必要と思われる
ことはすべて網羅しているので、
初めてでも安心して受験できます。

 
「TOEICテストへの架け橋」、
TOEIC Bridgeテストとは？

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索
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@GogakuTac



受講価格：税別 20,000円（受講期間：3ヶ月）

「世界中で通じる！ものづくり現場の英語」の内容は、英語でのコミュニケーション
が必要な製造現場ですぐに役に立つ重要単語・フレーズを優先的に扱っています。
これらの製造現場での重要単語・フレーズを効率的に覚えられるように、豊富な課題
を通して学習内容の理解を深めます。
何度もアウトプットの機会が与えられることで、製造現場で必要な英語表現が自然と
頭に入るようになっています。

「世界中で通じる！ものづくり現場の英語」は、海外の工場などでの英語でのコミュニ
ケーションでよく使われる、製造現場特有の英語表現や語彙などを学ぶeラーニング
コースです。
5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）に関連した表現や、数・単位の表現といった知識、
提案や指示など業務上の意思疎通、あるいは日常会話など、製造現場でよく用いられる
用語や表現には独特なものがあります。それを学び、身につけることで、海外の工場
での技術指導や、日本での外国人研修生への指導など、英語が必要な場面でスムーズに
コミュニケーションをとることができるようになるのです。

製造現場での英語コミュニケーション特有の
表現や語彙を身につける

製造現場で今すぐに役に立つ
重要単語・フレーズを効率的に覚える

著者プロフィール

ディビッド・A・セイン

米国生まれ。

カリフォルニア州アズサパシフィック
大学にて社会学修士号取得。

証券会社勤務を経て来日し、翻訳・
通訳など多岐にわたって活躍。また
豊富な英語教授経験を活かし、数多
くの英語関係書籍を執筆している。

著書に、「製造現場の英語」「ビジネス
英語手帳 使えるフレーズ1800」

（アスク出版）、「その英語、ネイティブ
にはカチンときます」（青春出版社）、
「日本人のちょっとヘンな英語」

（アスコム）など多数。

世界中で通じる！ものづくり現場の英語
製造現場で使う英語を学ぶeラーニング（テキスト付）

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ
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　日本企業においても中国の存在感が大きくなり、明日から中国出張、来月から異動・
赴任、そんな話も珍しくなくなりました。
　この「ゼロからのビジネス中国語」は、そんな日本企業で働く中国赴任者・出張など
での長期滞在予定者のために作られた、中国でビジネスを行う際に必須のビジネス
コミュニケーションの基礎を学習できるｅラーニング講座です。
　急に中国赴任が決まり、短期間で中国語の習得を行わなければならない入門者でも
短期間で効率的に中国語をマスターしていただける内容になっています。

本コースの特徴

● 中国赴任者・出張などでの長期滞在
　 予定者に最適な学習内容

● 中国語だけではなく、中国文化や中国 
　 人の考え方も学びます。

● 学習到達レベルは、語彙数2000語 
　 習得（中国語検定3級レベル）相当

● シャドーイング・ロールプレイ・
　 クイックレスポンスなど、豊富な
　 バリエーションの会話練習

● 中国人や中国文化がよくわかる　 
　 トピック満載の動画コラム

● 中国語初心者に最も重要となる発音
　 も、しっかりと学習できます。

　中国でのビジネスを行うためには、中国語の習得だけではなく、円滑な人間関係を
築くための中国の文化・習慣と中国人の考え方の理解が重要になってきます。
　この「ゼロからのビジネス中国語」では、中国語会話の学習はもちろんですが、中国
の文化や習慣なども映像やイラストなどでわかりやすく解説しているので、中国での
ビジネスをスタートさせる際に役立つことでしょう。

ゼロからのビジネス中国語 
中国赴任者向け初級ビジネス中国語ｅラーニング

受講価格：税別15,000円（受講期間：6ヶ月）
　　　　　　　　　※団体利用割引も対応可能です。

～文化理解と合わせて学ぶビジネス中国語会話～

中国赴任者のための
中国語コミュニケーションの基礎講座

中国語の習得だけではなく、
中国の文化・習慣の理解も重要です



 リピート&シャドーイング練習

自然なリズムで発音できるように、
繰り返し声に出して練習していきま
す。効果の高いシャドーイング練習
も行うことができます。

 ロールプレイ練習

実際の会話の映像を使って、登場人物
の一人になりかわって、会話練習を
していきます。自分の配役のセリフ
を暗記するまで練習できます。

 入れ替え練習

覚えたキーフレーズの一部の単語を
入れ替えて、繰り返し練習していく
ことで、基本フレーズを元に使える
フレーズを増やしていきます。

ゼロからのビジネス中国語 ~文化理解と合わせて学ぶビジネス中国語会話~

 基本フレーズの確認

聞き取り練習と発音練習を繰り返し
行うことで、重要な基本フレーズを
しっかりと身につけ、暗記できるよう
にしていきます。

第１章 出発準備レッスン
・発音の基礎 １
・発音の基礎 ２
・基本的な挨拶・常用フレーズ
・簡単な自己紹介

第２章 お仕事スタートレッスン
・空港で出迎えるスタッフとのあいさつ
・ホテルのチェックイン
・自己紹介でアピール
・現地スタッフとのコミュニケーション

第３章 生活空間立ち上げレッスン
・日用品を買い揃える
・レストランやデリバリーサービス
・タクシー/クリーニング/理容院 etc.
・携帯電話/ショートメッセージ

第４章 ビジネスコミュニケーション･基本
・取引先への挨拶
・プレゼンや会議の常用フレーズ
・意見/質問/交渉/反論
・宴会

第５章 ビジネスコミュニケーション･応用
・取引先への電話
・インターネットで情報収集
・中国語のEメール
・視察や地方出張

第６章 ビジネスコミュニケーション･発展
・スピーチ
・何気ない雑談
・ビジネスニーズの理解
・考え方・ビジネススタイルの違い

学習内容

対象受講者

初級中国語学習者
（中国赴任予定者）

標準学習時間

30時間 ～

受講期間

6ヶ月間

価格（税別）

ゼロからのビジネス中国語 15,000円

コース名

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac



　就職準備中の学生や内定者・新社会人に必須の、基本的なビジネスマナーを学習す
るｅラーニング講座です。
　「企業とはどういうところなのか」「仕事に取り組む姿勢」など、まずは社会人とし
ての意識や考え方の基礎をしっかり学びます。そのうえで、「身だしなみ」「来客
対応」など、形式的なビジネスマナーを学習します。情報セキュリティ、コンプラ
イアンス、ダイバーシティといった現代の社会情勢に即した問題も扱います。
　日本語のみならず英語、中国語にも対応しており、日本人社員も外国人社員も同
一コンテンツで学ぶことができます。

本コースの特徴

● 音声ナレーション・アニメーション・ 
動画を使ったわかりやすい解説

● 社会人としての意識を学び、ビジネ
スマナーの形式を身につける

● アニメーションを見るだけでなく、
穴あき問題の解説テキストを考えな
がら読むことで、知識を定着

●スマホ、タブレット、PCに対応

●日本語、英語、中国語に対応

● 「 はじめに」
「社会人の基本」
「身だしなみのマナー」
「ことばのマナー」
「来客・来訪のマナー」
「電話のマナー」
「ビジネスメール・ビジネス文書」
「ビジネスコミュニケーション」
「情報セキュリティ」の

　　９章・64項目を学習

　音声ナレーション付きの動画・アニメーションを使ってわかりやすく解説していま
す。実際の動きを見ながら学ぶことができるので、より早く確実にビジネスマナーを
身につけることができます。

ビジネスマナー完全達成
ビジネスベーシックｅラーニング

社会人としてのマインド、
求められる仕事の作法を学ぶ

音声・動画・アニメーションを使って、
基本的なことから、わかりやすく解説

受講価格：税別5,000円（受講期間：3ヶ月）
　　　　　　　　　※団体利用割引も対応可能です。



ビジネスマナー完全達成

　社会人としての姿勢や企業の意義といった概念は
アニメーションで学び、来客応対や名刺交換といっ
た動作は実写動画で学びます。
　ただ見るだけではなく、学習ポイントのテキスト
の空欄に入る語句を考えながら見ることで、より一
層学習の効果を高めることができます。
　また、各章の章末テストでは、学んだことを理解
できているか選択問題を解いて確認します。

対象受講者

就職準備中の学生
内定者・新入社員

標準学習時間

5時間 ～

受講期間

3ヶ月間

価格（税別）

ビジネスマナー完全達成 5,000円

コース名

見て、聞いて、考えながら
ビジネスマナーを身につける

解説動画
アニメーション 虫食い形式の学習ポイント

（空欄クリックで答え表示）

章末テスト（解説付き）で理解度を確認

■学習の流れ

①学習目標確認
その章で学ぶ内容
を確認します。

②動画を見る
動画解説を見て
詳しい内容を学
びます。

③ポイント確認
空欄に入る語句を
考えながら、動画
の内容を確認しま
す。

④章末テスト
最後に選択問題を
解いて、理解でき
ているか確認しま
す。

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac



　ビジネス日本語能力テストは、日本語の知識だけではなく、実際ビジネスの場でどれだけ
日本語でコミュニケーションできるかを測るテストです。合格・不合格ではなく0～800点で
表します。日本企業のビジネスの現場で実際に起こることを題材としているので、
与えられた情報を用いてビジネス上の課題に適切に対応するための、広く実践的な
コミュニケーション能力を評価することができます。

「ビジネス日本語能力テスト
　　　　受験対策講座」の特徴

●  解説はすべて中国語

●  問題文、会話文、選択肢などすべて
　  中国語訳を表示可能

●  繰り返し聞ける日本語音声

●  実際のテストと同じ形式の問題で
　  スコアアップ

●  レベルに合わせて学習できるように
　  難しい単語はポップアップで表示

●  日本のビジネスの場で実際使える
　  内容ばかり

●  外国人にはわかりにくい日本式の
　  ビジネスマナーも丁寧に解説

「ビジネス日本語能力テスト受験対策講座」は日本の企業で働く中国人を対象として
います。解説はすべて中国語で、問題文、会話文、選択肢にも中国語の訳文を表示する
ことができるので、中国語のできる講師がいなくても、一人で学習することが可能です。
　この講座は、テストのスコアアップを第一の目標としていますが、テストの対策として
リスニングや文書読解の問題を繰り返し解くことで、日本語を使って働くために必要な
総合的なコミュニケーション能力を自然と身につけることができます。

ビジネス日本語能力テスト受験対策講座
中国人社員向けビジネス日本語能力テスト対策ｅラーニング

使える日本語力を測るなら、
「ビジネス日本語能力テスト」

中国人社員に日本語で実践的な
ビジネスコミュニケーションを

受講価格：税別15,000円（受講期間：3ヶ月）
　　　　　　　　　※団体利用割引も対応可能です。



「語彙小テスト」で
 定期的に知識を整理・定着
「実践練習」の４ユニットに１回、
語彙小テストがあります。各ユニットで
新しく学んだ語彙をテストでチェック
することで、改めてしっかりと身に
つけることができます。

「ビジネス日本語基礎講座」で
 場面で決まった表現を
「実践問題」が語彙中心なのに対し、
場面ごとでよく使う表現や文法、
マナーを知り、応用力を身につけます。
ユニットの最後に練習問題があるので、
確認しながら進むことができます。

 解答のチャンスを増やし
 やる気をアップ
リスニングで聞き取ることができなかった
ときは、音声を繰り返し聞くことができ、
問題文中の新出語句はクリックすると
訳を見ることができるので、まず自分で
考えて答えることができます。

ビジネス日本語能力テスト受験対策講座

ビジネス日本語能力テストが評価する
のは、単に日本語の知識だけでなく、
実際のビジネス場面で使える能力です。

本講座の学習ユニットは2つのパートに
分かれています。「実践練習」には、
売上や見積書、予定表など、ビジネスで
よく使うグラフや表から必要な情報を
読み取って答える問題や、会話から
相手の言いたいことのポイントを捉え、
解答に必要な情報を選択して聞き取る
問題などがあります。

「ビジネス日本語基礎講座」では、
ビジネスで必ず遭遇するコミュニケーション
場面を取り上げ、それぞれの場面で必要な
基本表現やマナーなどを学習します。

テストのスコアアップだけでなく、
これらの仕事上なくてはならない能力を
多くの問題をこなすことで身につけて
いくことができます。

 本番形式の「実践練習」で
 繰り返し問題演習
本番のテストと同様にさまざまな形式の
問題を数多くこなすことで、語彙や
基本表現を身につけ、解答のポイントを
つかみ、スコアアップにつなげます。
全部で200問以上収録しています。

対象受講者

日本企業で働く中国人

標準学習時間

60時間 ～

受講期間

3ヶ月間

価格（税別）

ビジネス日本語能力テスト受験対策講座 15,000円

コース名

必要なのは、総合的な
コミュニケーション能力

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac



TRY!日本語能力試験
日本語能力試験(JLPT)対策ｅラーニング

N1/N2/N3/N4/N5

「TRY! 日本語能力試験」シリーズは、目標とする日本語能力

試験(JLPT)のレベル別に、「N1」「N2」「N3」「 N4」「N5」の５つ

のコースをご用意していますので、それぞれの学習者のレベルに

合わせて、適切なコースを選ぶことができます。

段階的に上のレベルのコースへと進んでいくことで、日本語

の実力アップをはかることができます。

N1からN5まで、目標レベルに
合わせて選べる5コース

日常生活のさまざまな場面の中で、日本語がどのように使われ
ているかを感じられるよう、多様なタイプの日本語の見本文を
収録しています。文法をきちんと整理して、読解・聴解の練習
ができるようになっています。
ABK（財団法人アジア学生文化協会）の30年の日本語教育の
経験を活かして制作された、確かな内容の教材です。

文法・読解・聴解と、すべてを
カバーするオールインワン教材

対象受講者の目標

日本語能力試験(JLPT) N1 合格

日本語能力試験(JLPT) N2 合格

日本語能力試験(JLPT) N3 合格

日本語能力試験(JLPT) N4 合格

日本語能力試験(JLPT) N5 合格

標準学習時間

20時間

20時間

20時間

20時間

20時間

受講期間

3ヶ月間

3ヶ月間

3ヶ月間

3ヶ月間

3ヶ月間

価格（税別）

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

TRY!日本語能力試験 N1

TRY!日本語能力試験 N2

TRY!日本語能力試験 N3

TRY!日本語能力試験 N4

TRY!日本語能力試験 N5

コース名

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac



英会話の実力を判定したい方／TOEIC® L&R TESTスコア500点以上（目安）対象

e-ラーニング（スマートフォン・タブレット対応）受講形態

人材育成担当者様向け管理ページ設定可能オプション

動作環境 スマホ・タブレット（PC不可） iOS Apple Store / Android Play Storeから
「GIB Speaking Test」を検索するか右記QRコードからダウンロード

4,298円（8％税込）受講料 受講時間 20分 受講回数 1回

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). 
This publication is not endorsed or approved by ETS. 
＊L&R means LISTENING AND READING.　
＊S&W means SPEAKING AND WRITING.  
※「QRコード」は株式会社デンソーの登録商標です。

＜ アプリのダウンロードはこちら >

TOEIC® L&R TESTは受験したことが
あるが会話が不安な学生には英会話力を

向上させる機会になります。

GIB Speaking Test
（TOEIC® Speaking TEST 形式対応　オンラインウェブテスト）

スピーキング診断テストとしてスマホ、タブレットで本番のテストよりも安価に実施できる模試

法人向け英語教材



導入手順 （企業・学校の研修ご担当者様が受験者をお取りまとめいただくケース）

<関連講座のご案内> TACでは、動画講義で学べるTOEIC® S&Wテスト総合対策講座をご用意しています。
（2019年4月開講、1月よりモニター受講受付開始予定）

※詳しくは同講座ご案内チラシをご覧ください。

【Anytime, anywhere】
スマホ・タブレットからいつでもどこでも受験可能です。試験を受けるための会場まで行く必要も、
スケジュールを調整する必要もありません。いますぐ英語スピーキング能力を判定することができます。

【TOEIC® Speaking TESTと同じ問題形式】
正規試験と同等の問題形式と時間で取り組める模試です。本番の試験に備えたい方はもちろん、
TOEIC® Speaking TESTを受験したいと考えている社会人や学生におススメです。

【専門講師による直接採点】
採点はAI（人工知能）ではありません。専門の知識を持った試験官が行います。
また、高い品質を維持するため管理者による継続的なモニタリングを行っています。

【学習アドバイス付＆自分の解答の録音が聞きなおせる】
スコアと合わせて受験者のレベルに沿ったアドバイスがもらえます。
また、自分が解答した録音ファイルを聞き直すことができ、自分の弱点や課題を確認することができます。

受験者数と受験希望日を下記TAC語学営業部までご連絡ください（実施希望日の10営業日前まで）
受験者数分のID/PWを発行いたします。受験者各自にお渡しください。
受験者はアプリをダウンロードし期間内（２週間）に受験してください。
受験から最大10日以内に結果が出ます。管理ページをご確認ください。

STEP 1

STEP 4
STEP 3
STEP 2

動画講義 受講期間 動画講義担当講師 受講料（８%税込）

7,000円浅場 眞紀子３ヵ月７回（１回約20分）TOEIC® S&Wテスト総合対策

講座名

特長

問題数 問題形式 内容

Q1-2 2 音読問題 画面に表示された英文を音読する
Directions（指示）の後
Q1 準備時間 45秒、解答時間 45秒
Q2 準備時間 45秒、解答時間 45秒

Q3 1 写真描写問題 写真について説明する
Directionsの後
準備時間 30秒、解答時間 30秒

Q4-6 3 応答問題
身近な問題についてインタビューに答えるなどの
設定で設問に答えるか、あるいは電話での会話で
設問に答える

Directionsの後
Q4とQ5 解答時間 15秒（準備時間無し）
Q6 解答時間 30秒（準備時間無し）

Q7-9 3
提示された情報に
基づく応答問題

提示された資料や文書（スケジュールなど）に
基づいて、設問に答える

Directionsの後
情報を読む時間 30秒
Q7の質問を聞き、15秒で解答する
Q8の質問を聞き、15秒で解答する
Q9の質問を聞き、30秒で解答する

Q10 1 解決策を提案する問題
メッセージ、または会議などの音声を聞き、
内容を確認した上で、問題の解決策を提案する

Directionsの後、メッセージや対話を聞く
準備時間 30秒／解答時間 60秒

Q11 1 意見を述べる問題 あるテーマについて自分の意見と理由を述べる
Directionsの後、設問とテーマを聞く
準備時間 15秒／解答時間 60秒

合計 11 約20分

解答時間問題番号

GIB Speaking Testの構成　全11問 約20分 満点200点

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1

https://gogaku.tac.biz/

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 有効期限：2019年９月30日（月）

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail



オプション 月１回の進捗レポート（無料）

受講料 34,344円（教材費・8％税込）

受講期間 ３ヵ月

実施例 週２回コース（週３回・週５回の設定も可能です）

対象者 英語スピーキング力を向上させたい方
TOEIC® L&R TESTスコア400点以上（目安）

受講時間 1回20分×24回
開講時間：６時00分～23時50分、
受講日程：1日1コマ（20分）/
平日週２回（火・木等）全24回

初回レッスンで英会話レベルチェックを行い、目標や
目的に合わせて最適なテキストをご案内いたします。



無料レッスン・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1

https://gogaku.tac.biz/

このご案内は2018年12月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail

有効期限：2019年９月30日（月）



2019年４月開講

パソコンからだけでなく、アプリを利用していつでもどこでも学習が可能

動画のみの視聴に追加料金はかかりませんが、単語学習・オンライン英会話レッスンを一定数以上ご利用される場合は別途受講料が必要となります。
料金プランについて詳しくは右記、English Central Web サイトをご覧ください。　https://ja.englishcentral.com/cart/

動画（１分前後）で飽きずに実践レベルの英語表現を聞き、話す力も身につける

動画でマスター ビジネス英語
Listening & Speakingドリル

【初級・中級・上級】オンライン英会話レッスン付きコースあり

本コースをご受講いただくと、受講期間中、ご受講のコースに搭載の動画を含む、
English Central サービス全体（14,000本の動画全体）の利用が可能になります。

お好きなトピック×レベルで選べる動画での学習は無制限 毎週 30 本以上の新着動画教材が追加されています

特 典

学
習
の
流
れ

見る

動画でリスニング

動画でリスニングと
単語の確認

学ぶ

単語学習

わからない単語をタイピングで確認　
聞き取り練習

話す

対コンピュータで
音読練習

音声認識を利用して
リアルタイムで発音評価

（②オンライン英会話付きコースのみ）

英会話レッスン

学んだ内容について
講師と会話

１回25分のマンツーマンレッスン
24時間受講可能

英語学習で必要となるインプットとアウトプットを「生きた英語」を
使って学習できる総合的な英語学習サイトEnglish Central。このコー
スはEnglish Centralが提供している業界最多レベルの約14,000本
の動画の中から、ビジネスパーソン向けに選りすぐった動画で構成し
た、３レベルのビジネス英語コースです。オプションでオンライン英会
話レッスン付のコースもあり、学習した動画を使ったオンラインレッス
ンでより実践的な会話力を伸ばしていただくことができます。

３
中学・高校レベルの英語表現の学びなおしから、職場での実際の会話の
シミュレーション、プレゼンテーションやスピーチなどで多くの人にメッ
セージを届ける方法など、レベルに合わせた実践的な内容で学習可能。

特長

２ PC・スマホ・タブレットでアクセス可能。
１本の動画は１分～２分。

１ １日１本、週５本の動画学習のペースで、
各レベル半年間でマスター可能。 ４ レベルに応じて英語圏で実際に話されている英語教材を交えており、

無理なく自然な話速や複雑な語彙・表現を習得可能。

管理者ツールで学習状況の把握やフォローアップが可能（オプション）。５

コースラインナップ

コース名 内容 レベル
（TOEIC® L&R TESTスコア）

Unit（週）数 動画本数 受講期間 受講料（８％税込）

動画でマスター
ビジネス英語 Listening & 
Speaking ドリル　初級

ビジネスキャリア
英語　初級 1 350 − 400 点 13 64

6 ヵ月

① オンライン学習のみ（英会話レッスンなし）
7,560 円

② オンライン英会話 25 分 + 想定受講回数
24 回（10 時間）付　17,280 円

ビジネスキャリア
英語　初級 2 400 − 500 点 13 65

動画でマスター
ビジネス英語 Listening & 
Speaking ドリル　中級

ビジネスキャリア
英語　中級 1 500 − 600 点 13 61

6 ヵ月

① オンライン学習のみ（英会話レッスンなし）
7,560 円

② オンライン英会話 25 分 + 想定受講回数
24 回（10 時間）付　17,280 円

ビジネスキャリア
英語　中級 2 600 − 730 点 13 65

動画でマスター
ビジネス英語 Listening & 
Speaking ドリル　上級

ビジネスキャリア
英語　上級 1 730 − 850 点 13 65

6 ヵ月

① オンライン学習のみ（英会話レッスンなし）
7,560 円

② オンライン英会話 25 分 + 想定受講回数
24 回（10 時間）付　17,280 円

ビジネスキャリア
英語　上級 2 730 − 850 点 13 65



まずはココカラ！隅々まで聞き取れる耳をつくる 講師 浅場 眞紀子

ビジネスがはかどる！英文Eメール スピード・精度・効果重視の作成術 講師 浅場 眞紀子

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2019年3月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac

学習内容・学習到達目標

おススメの関連コース

一流ビジネスパーソンが無意識にやっている 英語でプレゼン・スピーチ15の法則 講師 愛場 吉子

誰でも簡単！ビジネス英語 講師 上田 怜奈

相手を味方につける英語の敬語×ロジック 講師 愛場 吉子

◆基本英語表現の復習（あいさつや自己紹介など）　◆身の回りのことや自分の気持ちの表現の仕方
◆相手の意見を聞いたり、依頼をしたりする際の表現　◆同僚の複雑ではない会話　◆簡単な打ち合わせ学習内容初 級

学
習
到
達
目
標

▪日常的に使われる表現を用いて自身の要求を伝えることができる。
▪自己紹介や他人の紹介をすることができ、身近なテーマであれば簡単な短文やフレーズを用いて質疑応答できる。

初級１

初級２

▪同僚との会話で、自分自身や家族のこと、住んでいる地域や自身の仕事のことなどについてやり取りできる。
▪電話やミーティングなどでも、単純で直接的な情報交換であれば行うことができる。

中 級

学
習
到
達
目
標

▪仕事上のコミュニケーションにおいて、標準的な話し方であれば、主要な点を正しく理解できる。
▪ 電話やミーティングなどでも様々な状況や相手の要求を理解し、論理的な説明を行うことで、たいていの事態には対応

することができる。

中級１

中級２

▪自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題であっても、複雑な内容を理解することができる。
▪幅広い話題について、自身の考え方や主張を論理だてて、詳細に正しく説明することができる。

学習内容 ◆同僚との気軽な会話　◆電話対応の仕方　◆ミーティング内での会話　◆ビジネス交渉での会話
◆プレゼンテーション　◆ビジネストピックやトップリーダーのスピーチ

上 級

学
習
到
達
目
標

▪利害関係や意見の異なる相手とも、複雑なやり取りを通じて問題の解決を図ることができる。
▪ 高度で抽象的な概念についても、論理的かつ豊かな表現を用いることで、相手を説得するような自然な議論を展開する

ことができる。

上級１

上級２

▪想定しうるほぼすべての状況に対して、問題の所在を整理して相手を説得することができる。
▪ビジネスにおける専門知識が必要な話題についても、正しく理解して問題の解決を図ることができる。

学習内容 ◆クレーム等も含めた電話対応　◆ミーティング内でのディベート　◆トップリーダーによる魅せるスピーチ
◆問題解決のための英語（交渉）　◆様々な専門知識に対応する英語（人事、経理、経営、戦略等）

研修・教育ご担当者様へ

●English Central上での管理者アカウントの設定も可能です。学習目標の設定・宿題配信・受講者各自の学習進捗の確認ができます。
●コース修了認定について

TAC Biz Schoolより配信する課題（Webテスト 各コース６回）をご受験いただき、ご指定の修了基準に達したらTACより修了証をお送りします。

◦事前にTAC Biz Schoolの動作環境をご確認ください。https://wbt.tac-school.co.jp/check/　スマホは右記からアクセスしてください。

◦Webテストは、択一式の問題です。解答終了後すぐに点数と解答をご確認いただけます。

◦修了証発行の有無をお選びいただくことができます。
◦本講座はTAC㈱と㈱English Centralとの共同開発講座です

有効期限：2019年９月30日



TOEIC®テスト対応
Practical English ７

総合英語コース ７総合力
を向上

対象レベルと概要 特長❶

特長❷

レッスンタイトル例

【初級～上級】TOEIC®スコア 225～990 程度

リーディング リスニング 語 彙 TOEIC®
テスト対策

習得
スキル

診断テストで、一人ひとりの結果に
応じた最適なレッスンを提供！

その他の特長

一人ひとりのレベルに合わせて
レッスン難易度が変化！

● 総合的な英語力を強化
● 初級～上級まで幅広いレベルに対応
● 300時間以上の膨大な学習量
● 日常からビジネス、トラベルやエンターテイメントなど豊富な
　 全350レッスン
● アニメーションで学べるレッスンあり。初心者にもわかりやすい。
● 毎レッスンの最後はTOEIC®形式のテスト。テスト対策にも対応。
● 1レッスンをまとめたレッスンサマリーも印刷可能
● 安心のオンライン文法参考書つき
● 修了基準達成後も残レッスンのすべてが受講可能（受講期間内に限ります）
● 1レッスンずつ学習するアダプティブフォーカス機能もあり
　 （オプション）

動作環境（2018年10月現在） 
Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari いずれも最新版
スマートフォン・タブレット アプリ動作環境
iOS 9.0 以上。iPhone 5 以上、iPad。
Android 5.0 以上。画面サイズ 4インチ以上のスマートフォンもしくはタブレットデバイス。
最新の動作環境については以下のURLからご確認ください。
http://re.reallyenglish.com/help/system_requirements

レッスン数

平均学習時間

コースボリューム

標準受講期間

言語

Aさん
Bさん

LEVEL CHART
（TOEICⓇ）

全 350 レッスン

45 ～ 60 分 /１レッスン
260 ～ 350 時間
3 ～ 12 ヶ月（法人 6ヶ月）
日本語・英語・
中国語（簡体字、繁体字）

● リスニング／ 125レッスン
● リーディング／ 125レッスン
● 文法／ 100レッスン　

200 400 600 800 990

高

低
5 10 15 20

レ
ベ
ル

レッスン数

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ハイテク・クリスマス
隣人に会う
あなたはそれに賛成ですよね？
起きたかもしれないこと
成功の秘密
選挙に勝つ
就職活動
発明と技術革新
従来の概念を覆す発明
予定を立てる
だめなマネージャーたち

① 総合的な英語力をバランスよく強化
② TOEICⓇスコアアップ
③ 弱点の強化

●

●

●

●

●

●

●

●

●

勉強からくるプレッシャー
ライフスタイルの変化
変わりゆくビジネスの世界
報告によると…
世界に広がる英語
体重を減らす
金持ちになれたはずなのに
リサーチを無視しないでください
最悪の散髪

など、全 350 レッスン収録！

コース
ゴール

※上記はイメージです

スマートフォン・タブレットに対応！

文 法 発話練習

結果に応じて
各レッスンを自動設定

診断
テスト

実力
計測



ラーニングパスの流れ

1レッスンの流れ （例：Listening（Lv4） ‒ 営業活動）
❶ 全体把握

学習の進め方

1 2 3 4診断テストを受け、
現在の英語レベルと
弱点・長所を測定

診断テストに基づいて
自分専用にカスタマイ
ズされたカリキュラム
から学習開始

定期的にレベル調整さ
れたカリキュラムで学
習を継続、着実にレベ
ルアップ

修了に必要なレッスン
数に達すると、コース
修了！修了証あり

ラーニングパスとは、レッスンの習熟度を分析して、
5レッスンごと（1パス）に最適なレッスンを提供します。
受講中、常に最適なレベルとスキルを学習できるから
効率的に総合力を伸ばせます。

1

2

3

4

5

開始 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Level

診
断
テ
ス
ト

Reading

Grammar

レッスン数

例）修了基準50レッスン

Listening

❷ マッチング ❸ 穴埋め問題 ❹ クイックテスト ❺ レッスン修了

単語と意味をマッチングさせます。
答えに迷ったら動画を見て再確認
しましょう！

まずは本レッスンのシチュエーションを1分の動画で把握します。全編英語のみですが、アニメーション・字幕・音声で学ぶので記憶定着が良いと評判です。

選択肢から適切な単語を選択し、
空白を埋めて文章を完成させます。

クイックテストでは、このレッスンで
学習した内容のすべてを応用した
問題が出題されます。

規定の正答率以上を獲得すれば
1レッスン修了！

※グラフはイメージです。実際の受講状況とは
　異なります。

実際の受講画面
グラマーは得意だが、
リーディングとリスニング
が弱点。
5レッスンのうち、弱点
のスキルを各2レッスン
ずつ強化して、総合力を
向上させます。

最初から最後まで
スマホ受講も可能！

診断テスト

Listening

Grammar

Reading

各25分のテストで
あなたの実力を詳細に分析

あなたに最適な
5レッスンが生成される！

201810

モニター受講・お問い合わせは

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報は下記URL へ

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1 gogaku Tac

https://gogaku.tac.biz/ TAC法人語学 検 索

このご案内は2018年9月現在のものであり、事前の予告なく内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

03-5276-8954 （平日9：30-17：30）TEL

050-3730-6352FAX

houjin-gogaku@tac-school.co.jpE-mail TAC法人語学
@GogakuTac


