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多くの英語学習サービスが⽣まれ

学習⽅法の選択肢は増えている

⽇本の英語学習事情

しかししかし



 英語学習ツールは進化しているのになぜ？

 　  ⾃分に合った効果的な学習⽅法が掴めず続かないから 

◆企業の英語⼈材育成のよくある悩み
「外部の英語サービスに依頼したが英語の伸び率が分からない」
「短期間で⼈材を育てたいのに育たない」
「従業員本⼈のやる気が続かず、結果英語が伸びない」

なら.. .
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挫折せずに英語を伸ばす英語コーチングスタイル

最適な学習⽅法で英語学習を徹底的にサポート。



英語習得の「専⾨家」が　　　　　　　　　　　　　　します。英語⼈材を最短で育成

─ ENGLEAD for Business ─

英語学習者の現在のレベルと⽬標、そして必要な学習カリキュラムは⼀⼈ひとり異なります。イングリードで
は⽬標達成に必要な期間受講が可能で「オンラインで完結する」ため、無駄な来店や無駄な学習がなく、徹底
的に効率化した英語コーチングを設計しました。



⼀⼈ひとりにあったカリキュラム

"学習の質"

英語⼒向上への近道となる⽅程式

Quality Volume

従業員様の英語⼒を最短で⾼める

徹底的な学習マネージメント

"学習量"
専属コーチと共に学習を継続

"モチベーション"

Motivation



海外留学エージェント
オーストラリア、カナダ、ニュージーラ
ンド、フィリピンなどの英語圏に特化し
た留学エージェントを運営して渡航前か
ら現地オフィスまで留学サポートを提供

海外情報メディア ⼦供向けスポーツ教育

英語教育のプロフェッショナルカンパニー
2015年より海外留学事業、海外情報メディア事業、英語教育事業、⼦供向けスポーツアカデミー運営など

教育に特化した事業を展開し、今まで5000名以上の英語学習者のサポートをしております。

ABOUT COMPANY

⽉間10万PVの海外情報や英語教育に特化
したWEBメディアを運営しており、多く
の英語学習者様のお役に⽴っています

⼩3〜中3までを対象に神⼾製鋼コベルコ
スティーラーズの現役及び元プロ選⼿か
ら学べるラグビーアカデミーを運営して
います



英語学習希望者5,000⼈以上のサポート実績
留学事業及び英語教育事業で多くの⽅をサポートしてきたからこそ、

英語学習者のよくある悩みを理解し、英語を習得する最短ルートに導きます。





コースのご紹介

⼊会⾦�55,000円（税込）

オンライン英語コーチングコース （⼀般英語/ビジネス英語）

⼊会⾦�������������������������円（税込）33,000
受講料����������������������������円（税込）110,000

法⼈様
特別割引

⽬標達成のために必要な受講期間を⾃由に選べるサブスク
リプション⽅式（⽉額制）を採⽤。
毎週のオンラインウィークリーカウンセリングとLINEを
使った毎⽇のデイリーコーチングで学習を徹底サポート。

⽬的に合わせたカリキュラムを作成

短期間で⽬標達成をさせるプログラム

⽉額定額制で必要期間だけ受講可能

プログラム内容
⼀�ひとりに�った����   ──────────

レベルと⽬的に�わせた�材�� ────────

LINEでのデイリーコーチング   ──────────

アプリを使った英������理 ────────

ウィークリーカウンセリング    ──────────

ウィークリーチェックテスト    ──────────

��スケジュール⾒�し   ─────────────

マンスリープログレステスト「Versant」 ────

�回/�⽉

�回/�時

�⽇

�⽇

��

��

��

�⽉



プログラム詳細オンライン英語コーチングコース

01 カウンセラーとコーチによる
⼀⼈ひとりに合ったカリキュラム

✔ �英語⼒解析テストで現在の英語⼒を明確に
✔ �現在のレベルと⽬的ごとに教材選定
✔ �受講⽣の⽣活に合わせたスケジュールアドバイス

02 ⽇本⼈の専属コーチによる
オンラインカウンセリング

✔ �無駄なく学習できる⽅法をコーチング
✔ �学習進歩に合わせたスケジュールとカリキュラム
 の修正
✔ �正しい学習⽅法が実践できているかのチェックと
 コーチング
※週1回�50分/回

03 専属コーチとチャットツールを使った
オンラインデイリーコーチング

✔ �レッスン/学習⽅法が正しく実践できているか確認
✔ �毎⽇の学習達成度の確認と具体的な学習アドバイス
✔ �英語の疑問点や悩みを相談から解決
※専属コーチの出勤⽇の週5⽇（祝⽇を除く）に無制限で
提供

04 オンラインカウンセリング内での
ウィークリーチェックテスト

✔ �1週間の学習毎に習熟度を確認
✔ �習熟度に合わせた翌週以降のカリキュラムの振り返り
✔ �テスト結果は全て「ENGLEAD�Mgr」アプリで確認

05 スマホアプリ「ENGLEAD�Mgr」での
オンライン学習管理

✔ �⽇々の学習をアプリで記録
✔ �学習内容が可視化されてモチベーションアップ
✔ �報告内容をもとに専属コーチがフォローアップ

06 世界基準の英語⼒判定「Versant」
オンラインプログレステスト

✔ �世界基準のテストを毎⽉受講
✔ �スピーキングに特化したテストで使える英語になる
✔ �テスト結果に応じた翌⽉のカリキュラム作成



コースのご紹介

⼊会⾦�55,000円（税込）

オンラインTOEIC点数保証コーチングコース

⼊会⾦�������������������������円（税込）33,000

受講料���������������������������円（税込）440,000

法⼈様
特別割引

開始時のTOEIC公式スコアの点数に応じてコース終了後
のTOEIC公式テストでのスコアを保証いたします。
※適⽤条件あり
※規定のスコアアップを達成できなかった場合、無料で1ヶ⽉延⻑いたします。

TOEIC900点以上のプロがサポート

点数保証付き安⼼のコース設計

コーチングだから短期間で⽬標達成

プログラム内容
TOEIC模�によるレベル��    ───────────

⼀�ひとりに�った����   ──────────

レベルと⽬的に�わせた�材�� ────────

LINEでのデイリーコーチング   ──────────

アプリを使った英������理 ────────

ウィークリーカウンセリング    ──────────

ウィークリーチェックテスト    ──────────

��スケジュール⾒�し   ─────────────

TOEIC®  L&R��問ベースの模���   ─────

�回

�回/�⽉

�回/�時

�⽇

�⽇

��

��

��

�⼤14回

教材費������������������������円33,000 （税込）



プログラム詳細3ヶ⽉完結のTOEIC点数保証コース

【保証適⽤条件】
学習時間達成度90%以上/学習範囲達成度100%以上/模試実施100%/
模試スコアが3回連続下落は資格剥奪/本⼈の意思により諦めた場合は資格剥奪

TOEIC900点以上の専属プロコーチが

短期間でスコアアップを保証

オンラインTOEIC点数保証コーチングコースはTOEIC研究チームが開発したパーソナライズで
きるオリジナルカリキュラムで、通常の学習では到底到達できない程のスコアアップをしてい
ただける確かな根拠と⾃信を持って点数保証付きでご受講いただくことができます。

安⼼のTOEIC®��L&R公式テスト点数保証制度
ご⼊会時のTOEIC®��L&R�TESTスコア別に、点数保証を受けていただけます。もし規定のス
コアアップを達成できなかった場合、無料で1ヶ⽉延⻑いたします。※�適⽤条件あり





オンライン特化型
ENGLEADはオンライン受講に最
適化したサービスの設計がされて
るので圧倒的な結果が出る
⽇本だけに限らず海外からの受講
⽣も多数在籍

サービスの特徴 ①

⽉額定額制
必要なときに、⾃分に必要な期
間だけ受講できる安⼼のサブス
クリプション制度
仕事が忙しいシーズンなどでも
休会が1週間単位で可能

優秀なコーチ
コーチの採⽤率0.3％
オンライン完結だから世界中から
優秀な⽇本⼈コーチを採⽤
採⽤後に厳しい研修に合格した
コーチのみが担当

＊休会開始は更新⽇を起点としての開始となります

Point�1 Point�2 Point�3



サービスの特徴 ②

Point�4 Point�5 Point�6

応⽤⾔語学の活⽤
応⽤⾔語学の第⼆⾔語習得論を⽤
いた⽇本⼈に 適なカリキュラム
とトレーニングメソッドで科学的
にアプローチ

個別の学習計画
英語⼒診断テストで弱点を分析
し、⽬標達成に必要なカリキュ
ラムをオーダーメイドで作成
現状から 短で⽬標達成するた
めの軌道修正を毎週実施

学習管理システム
オリジナルのスマホアプリで⽇々
のスケジュールを管理
簡単に学習の記録もできて無駄な
く効率的な学習体験





 ⼀⼈ひとりにあった学習計画 初回�/�毎⽉

 レベルと⽬的に合わせた教材選定 初回�/�随時

 LINEでのデイリーコーチング 毎⽇

 アプリを使った英語学習進歩管理 毎⽇

 ウィークリースケジュール作成 毎週

 ウィークリーカウンセリング�/�チェックテスト 毎週

 プログレステスト「Versant」 毎⽉

プログラム内容

短で英語⼒を伸ばすために充実のプログラムを提供



プログラム内容

学習の習熟度を確認

学習進歩の確認

チェックとコーチング

  ウィークリーチェックテストの実施

  スケジュールとカリキュラムの修正

  正しい学習が実践できているか確認

オンラインカウンセリング （週1回�/�50分）

◆�カウンセリング�実施時間
平⽇/⼟曜⽇ 9:00〜21:00、⽇曜⽇��9:00〜18:00

コーチング
内容

⽇本⼈コーチの担当コーチと週に1回

カウンセリングを⾏い徹底コーチング

週に1度、担当コーチとオンラインカウンセリング
を⾏います。ウィークリーチェックテストの結果を
もとにスケジュールをアップデートし、現状から
短で⽬標達成するための軌道修正を毎週実施。



毎⽇の学習の進捗を管理。英語のちょっとした疑問
や、学習⽅法、スケジュールの相談など、いつでも
サポート。また、シャドーイング添削などもLINE
で。わざわざレコーダーを⽤意する必要も、メール
に切り替えて送信する必要もありません。

学習⽅法が正しく実践できてるか確認

達成度の確認と具体的なアドバイス

英語の疑問や悩みを相談から解決

オンライン デイリーコーチング （毎⽇） プログラム内容

LINEを使⽤し、専属コーチに

いつでもどこでも質問・相談を可能に！



先ほどは、ウィークリーカウンセリング
お疲れ様でした。
以前に⽐べ英語の会議で楽に聞き取れた
感覚があったとのこと、とても嬉しく思
います!毎⽇の学習の成果ですね!!この調
⼦で今週も頑張っていきましょう◎

下記、お伝えさせていただいた内容のま
とめです。

◉キクタン
素晴らしいテスト結果でした!9割正解を
キープできています!引き続き品詞を意
識しながら、語尾に注意して覚えていき
ましょう。

◉リーディング
順調です。確実に意味理解のスピードは
上がってきていますし、返り読みも減っ
てきました!スピードの⽬標はWPM150
です。今週も気合をいれて頑張っていき
ましょう。

◉スピーキング
徐々に瞬発⼒が上がってきています!
現在完了と間接疑問⽂で詰まる傾向があ
るので重点的に復習しましょう。

毎⽇の学習添削 週毎の振り返り 英語の疑問を解消
⾳声提出してコーチからフィードバック 疑問があればいつでもコーチに直接相談PDCAサイクルで効果的に学習をマネジメント

LINEを使ったデイリーコーチング例

シャドーイングお疲れ様でした!
下記、添削でございます。

✅�Good�Points

Let�s�(look�at)�Ebola.：リンキングで「ルカ
ッ」と正確に捉えられておりました!

what�(went�on,)：リンキングとTのリダクショ
ンで「ウェノン」とナチュラルに発話できてい
ます!

✅�Points�to�be�improved

(all�of�you)�read�about�：「オールオブユー」
と少しバラバラに発話されていました。全体的
に繋がり「オーロビュー」と発話されているの
で、再度⾳源を確認しましょう!

前回に⽐べ、⾳の繋がりを正確に発話できてい
る箇所が増えていますね 素晴らしいです!

⾳声変化を忠実に捉えることで、短期間でのリ
スニング⼒向上が期待できます!

この調⼦で引き続き⾳の変化を意識しながら、
シャドーイングトレーニングを頑張っていきま
しょう!

▶�     03:12
瞬間英作⽂の質問です。
It�s�hot�in�Paris�today.とありますが、
It�s�hot�today�in�Paris.でも⼤丈夫ですか？

いい質問ですね!

It�s�hot�today�in�Paris.でももちろん通じます!

ネイティブも強調したい内容によって副詞は
⼊れ替えますが、よく使われるのが「It�s�hot
in�Paris�today.」のように「場所→時」の順
番で、これが も⾃然です!

実際に海外ドラマや映画などでも、その順番
で出てくることが多いですよ。

なのでIt�s�hot�in�Paris�todayでパッと英作が
できるように練習していきましょう。

なるほど!
場所→時が⼀番ナチュラルなんですね。
副詞の場所でいつも迷っていたのでスッ
キリしました!�ありがとうございます。

よかったです!
今⽇も1⽇頑張っていきま
しょう♪

プログラム内容



ウィークリースケジュール例 プログラム内容

専属コーチがウィークリースケジュールとして毎⽇の学習計画を週次で明確にするので、
無駄なく迷わず学習ができる仕組みに



06:00 �

英語学習スケジュール確認
シャドーイングで⾳声知覚
と英語脳の強化
シャドーイング：60分

起床 08:00

通勤時間も隙間学習で
スマホを使って新しい
英単語をインプット
語彙学習：30分

通勤

12:00お昼

20:00

就寝までの時間にセルフト
レーニングとオンライン英
語レッスン
瞬間英作⽂      ：30分
オンライン英語レッスン：30分
英語の法則学習    ：30分

帰宅

07:00出勤準備 23:00就寝

専属コーチが初回のキックオフカウンセリングで1⽇の予定を元にどの時間に何の学習をするかをスケジューリング

デイリースケジュール例 プログラム内容



学習を簡単に記録
⽇々の英語学習をアプリで
簡単に記録できていつでも
振り返りが可能に

学習アナライズ
学習記録が数値解析されグ
ラフで可視化されるので、
より 適な学習に

コーチがフォロー
学習記録の内容を元にあな
た専属のコーチがしっかり
とフォローアップ

テスト結果を確認
ウィークリーテストとマン
スリーテストの結果がアプ
リで確認可能

その⽇の学習内容と
これまでの学習記録が⼀⽬で確認出来る

�

オリジナル スマホアプリ ENGLEAD Mgr プログラム内容



Versantを毎⽉受験（ENGLEAD受講料に含む）
スピーキングに特化したテストだから使える英語に
テスト結果を踏まえて翌⽉のカリキュラムにも反映

世界基準の英語判定⼒ツールを使った

オンラインプログレステスト

⽂章構⽂/語彙/流暢さ/発⾳の
4つの項⽬であなたの
スピーキング⼒をAIが測定！

マンスリープログレステスト VERSANT プログラム内容（毎⽉）





オンライン英語コーチングコース（⼀般英語/ビジネス英語）

法⼈様向けパッケージ割引

受講期間 1ヶ⽉
（サブスク制）

3ヶ⽉ 6ヶ⽉ 12ヶ⽉

⼊会⾦ 33,000円 33,000円 33,000円 33,000円

⽉額（税込） 110,000円 104,500円 99,000円 93,500円

⻑期割引 なし  �  

総額（税込） 110,000円 330,000円
▸�313,500円

660,000円
▸�594,000円

1320,000円
▸�1,122,000円

 5%OFF 10%OFF 15%OFF
16 円,500  66 円,000 198 円,000

＊新規⼀名様につき受講料以外に⼊会⾦33,000円税込（通常55,000円税込）がかかります

法⼈様向けの特別な3ヶ⽉からのパッケージ割引をご⽤意しております。
割引は3ヶ⽉〜5ヶ⽉は受講料5％オフ、6ヶ⽉〜11ヶ⽉は受講料10％オフ、12ヶ⽉以上は受講料15％オフの特別価格を適⽤いたします。



440,000

法⼈様向けパッケージ割引

現在、法⼈様向けの特別料⾦としてオンライン
TOEICコーチングコースを期間限定で10万円引にてご提供しております。

※�新規⼀名様につき受講料以外に⼊会⾦33,000円税込（通常55,000円税込）がかかります
※�表⽰価格は全て税込みです。

円

通常受講料⾦

330,000円
特別受講料⾦



他の英語コーチングスクールと⽐べて
どうしてこんなに安くできるの？

Q

オンライン特化�+�無駄な費⽤の削減�+�採⽤効率

=�低価格＆⾼品質を実現

 オンライン完結で無駄な「設備費や維持費」を排除
 仲介なしで無駄な広告もカットし受講⽣へ100%還元
 優秀な⽇本⼈コーチを全国＋世界から確保しトレーニング

1.
2 .
3 .

ハイコストパフォーマンスの秘密



ENGLEAD A社 B社

プラン 選べる受講期間 ⼀括契約 ⼀括契約

⼊会⾦ 33,000円
特別料⾦

55,000円 55,000円

コース料⾦ 110,000円/⽉ 544,500円 1,630,000円

受講期間 ⾃由 3ヶ⽉ 12ヶ⽉

受講形態 オンライン 通学メイン 通学メイン

⽉あたり 約110,000円〜 約200,000円 約140,000円

中⾝と価格に
絶対の⾃信あり

他社英語コーチングスクールとの⽐較表





受講
開始
時

1ヶ
⽉後

2ヶ
⽉後

3ヶ
⽉後

50�

40�

30�

20�

10�

0�

受講
開始
時

1ヶ
⽉後

2ヶ
⽉後

3ヶ
⽉後

60�

40�

20�

0�

受講
開始
時

1ヶ
⽉後

2ヶ
⽉後

3ヶ
⽉後

750�

500�

250�

0�

初⼼者レベルから

海外出張でショート

プレゼン可能レベルに

受講⽣Y.T様      2021年度下期
受講期間：3ヶ⽉

ご職業：⼤⼿外資IT会社
プロダクトマネージャー

担当コーチ：K.K

中級レベルから

海外駐在して簡易な

商談レベル可能に

受講⽣S.K様���     2022年度上期
受講期間：3ヶ⽉

ご職業：製造業/エンジニア
（海外駐在の直前に受講)

担当コーチ�Y.N

たった3ヶ⽉で

TOEICスコアが

270点の⼤幅アップ

受講⽣R.T様������� � � � � � � � � � � � � �2022年度上期
受講期間：3ヶ⽉

ご職業：総合商社/エネルギー部⾨
コース：TOEICコーチングコース

担当コーチ�M.S

2525 4545 4040 5858 480480点750750点

+20 +18 +270



 ⼭下 楽平 　

リーディング特典 59点�(中上級) 63点�(上級)

リスニング特典 46点�(中級) 60点�(上級)

30代前半�男性
プロラグビー選⼿

「3ヶ⽉の英語コーチングの受講で、

　確実に英語⼒は伸びたと思います。」

さん

1チーム15⼈というチーム競技でプレーをするラグビーは、コミュニケーションが命。
いくら優れた選⼿でも、メンバーとのコミュニケーション不⾜がプレーの質に影響す
る。⼤学時代にニュージーランドに留学をし、⾝を持って「コミュニケーションの重要
性」を感じた⼭下さんは、ENGLEADのコーチングを利⽤して英語⼒の向上を⽬指し
た。�3ヶ⽉の受講を通して英語学習の習慣化に成功し、英語スコアを中級者レベルから
「TOEIC945点」と同等のCEFR�C1まで向上させることに成功した。

受講期間：3ヶ⽉

イングリードレベル B1 �(中級) C1 � (上級)+ --
*CEFR準拠

TOEIC換算

200約 点
UP



 千葉 佳織 20代後半�⼥性
株式会社カエカ代表取締役

「ENGLEADのサービスは、年齢層やレベルに

　関係なく、多くの⼈がすぐに慣れ親しんでい

　けるものだと感じました。」

さん

15歳の時に弁論の世界に⼊ったことから話す⼒や伝える⼒の⼤きさを感じるようになっ
た千葉佳織さん。�新卒で⼊社した⼤⼿ITベンチャー企業を退職し、スピーチの原稿執筆
サポートやスピーチトレーニングを提供する「株式会社カエカ」を⽴ち上げた。�「スピ
ーチの本場とも⾔えるアメリカのスピーチにご⾃⾝で触れ、⾃分の仕事の幅を広げてい
きたい」という思いからENGLEADの英語コーチングのサービスを受講することにした。

「短期間の受講でも⾃分に合った英語学習の⽅法をよく知ることができ、学習

習慣が⾝につきました。受講後は⼤きな違いも感じ、特にリスニングは圧倒的

に聞き取れる単語数が増え、仕事にも役⽴つようになりました。また、⼼理的

なハードルとして、英語に触れることへの抵抗感が減り、本当に良い影響をい

ただけたと思っています。」



 
サッカー元⽇本代表

⽥代 有三   さん 卒業⽣

動画配信中

【 受講ムービー 】

⾮効率的な学習と無駄な時間をなくし

専属のコーチが"⽣活に合わせて"タイムマネージメント

「イングリードの英語コーチングは⾃分の

　⽣活⾃体に英語を取り⼊れている感覚。」

現在海外でサッカースクールやアパレルブランドを運営されて
いる、⽥代さん。�仕事と家族の時間で多忙な中でも英語学習
を習慣化付けて英語を伸ばす秘訣とは!?

https://www.youtube.com/watch?v=T_jgJuarKo8
https://www.youtube.com/watch?v=T_jgJuarKo8


法⼈契約とサービス導⼊までの流れについて

オンライン個別説明会

担当者がオンラインにて、
プログラムと導⼊にあたっ
ての現状の課題や⽬的等ヒ
アリングさせていただきま
す。

お問い合わせいただきましたら、当社担当よりご連絡いたします。
社内の課題点や環境など、貴社のお悩みやご要望をじっくりとヒアリングいたします。

お問い合わせ

弊社法⼈様向けページから
お問い合わせください。
https://englead.jp/business/
�

お申し込み

サービス内容・⾦額にご納
得いただきましたら、ご契
約となります。各種書類を
担当者よりお送りいたしま
す。

サービス提供開始

受講されます従業員様の個
別の英語⼒診断とカウンセ
リングを実施して、最適な
カリキュラムを作成して受
講スタートをしていただき
ます。

https://englead.jp/business/


Morrow�=�Tomorrow

Morrow�World�Inc.

Open�up�the�world�of�tomorrow
"明⽇の世界を切り拓く�

ENGLEADの英語学習体験を通じて
明⽇の世界を切り拓く⽇本⼈の
グローバル化に貢献していきたい。

従業員⼀同、真剣に考え、業務に励んで参ります。

会社名

英⽂名称

設⽴

メールアドレス

代表者

授業概要

関連会社

拠点

株式会社Morrow�World

Morrow�World�Inc.

2015年11⽉

admin@morrow-world.com

諸澤 良幸

https://englead.jp/

英語コーチング事業/留学斡旋事業/海外情報サイト運営/スポーツ教育事業

⽇本・オーストラリア・フィリピン


