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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （経営全般、特にサスティナビリティ経営に関する課題） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題、マネジメント力向上） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題・独立起業） 

・・・・システムシステムシステムシステムコーチングコーチングコーチングコーチング （組織やチーム、夫婦やカップルといった関係性の向上） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

    

米国ＣＴＩ公認 CPCC（Certified Professional Co-Active Coach） 

CRR Global 認定 ORSCC(Organization&Relationship Systems Certified Coach) 

日本ＭＢＴＩ認定ユーザー（Japan-APT 登録会員） 

文部科学省委託研究事業「ﾅﾗﾃｨｳﾞ・ｺｰﾁﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」平成 18・19 年度実施委員 

CTI ジャパンリーダーシッププログラム修了 

2030SDGs カードゲームファシリテーター 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    地元大阪にて高校教員を経験後、大手スポーツクラブ運営会社に入社。 

主に人事部門にて採用、賃金管理、労務管理、評価、研修等人事実務全般を経験。 

平成 13 年 IT 系ベンチャー企業に転じ、人事部門長として各種人事労務関連規程・制度 設計・

運用、他社との合併による各種規程・制度統合等を経験。その間、コーアクティブ・コーチング、

EQ（Emotional Intelligence Quotient）、MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）、に出会い、「人が自

分自身を理解することで、ひとりの人間として強みも弱みも持ちながら活き活きと生きること」に対

する興味を深める。平成17年独立後、コーチング、システムコーチング、NVC、MBTIといった各種

手法等を活用して、個人、企業、学校現場に対して、その個人や組織にとって望ましい変容のサ

ポートを提供。その傍ら 2011 年 3 月 NPO セブン・ジェネレーションズ代表理事に就任し、チェンジ・

ザ・ドリーム シンポジウムを中心とした社会活動にもエネルギーを注ぐ。退任後も引き続きオンラ

インプログラム「ゲーム・チェンジャー・インテンシブ（GCI）」の日本導入プロジェクト・リーダーを 2

年間務め、立ち上げに尽力。現在はビジネス活動と社会活動の両方を統合し、世界全体で取り組

む SDGs（持続可能な開発目標）がモチーフの 2030SDGs カードゲームも活用しながら、うわべで

はない本質的な個人と社会の変容（Transform）アプローチに取り組んでいる。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【回数】原則として 1 回 60 分で 1 ヶ月に 2 回実施 

【方法】オンラインもしくは対面（対面の場合は料金が変わります） 

【料金】 

エグゼクティブ・コーチング 

  月額 110,000 円（税込） （月 2 回の設定。時間数・回数は応相談） 

ビジネス/パーソナルコーチング 

  月額 55,000 円（税込） （月 2 回の設定。時間数・回数は応相談） 

システムコーチング 

  月額 55,000 円（税込）（対象とする人数、背景によってかなりの幅があるので、まずご相談を） 

【わがままオプション】 

適用 OK です。回数・時間・金額・オンライン/対面等、お気軽にご相談ください。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに

対する想い対する想い対する想い対する想い    

今、社会は大きな転換点です。その中で企業も個人もサスティナビリティの観点を大切にしなが

ら、新たな価値創造を求められています。多様な社会の中で持続可能な私たちであるためにどん

な変容をしていくのか？また自分はどんな変容に貢献していきたいのか？自らの中にある方向性

を共に見つけていきましょう。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

サスティナビリティ経営に向けた社内啓蒙、研修、組織改革、リーダーシップトレーニング等 

 

【名前】     赤塚赤塚赤塚赤塚    丈彦丈彦丈彦丈彦    （あかつか（あかつか（あかつか（あかつか    たけひこ）たけひこ）たけひこ）たけひこ） 

【メッセージ】 混沌としたこの時代こそ、自らの内側の答を見出す時です。 

            すべての組織、個人が世界のサスティナビリティの担い手です。 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  東京近郊 
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得意分野得意分野得意分野得意分野            ・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 特に不妊治療・グリーフケア 

コーチング関連コーチング関連コーチング関連コーチング関連    

の資格の資格の資格の資格    

    

ＣＴＩジャパン 初級・中級・上級コース・リーダーシッププログラム修了 

米国ＣＴＩ認定プロフェッショナルコーチＣＰＣＣ取得 

ORSCC 米国 CRR 認定システム(関係性)コーチ取得 

産業カウンセラー初級 

NLP ビジネスマスタープラクティショナー 

メンタルケアスペシャリスト 

「結婚生活を成功させる 7 つの原則」エデュケーター  

ドイツ気候療法士 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    1987～1997 年： 約 11 年間、客室乗務員として勤務。サービスの最前線でお客様と接すると 

同時に、新入インストラクター、グループスーパーバイザーとして人材育成に携わる。 

2001 年～2016 年： 研修講師・コーチとして、人材育成に携わる。 

企業・大学・官公庁でのキャリア開発研修や、パーソナルコーチングを中心に、活動。 

2016 年～現在： 株式会社ベターパートナーシップを設立。これまでに 10,000 人以上の女性 

社員向け研修を実施。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【回数】 ・１～３回／月   ・45 分～60 分／１回 

【方法】 電話 

【料金】 

パーソナルコーチング 

１回 7,000 円（税込） 

【わがままオプション】 

適用 OK です。回数・時間・金額・オンライン/対面等、お気軽にご相談ください。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

１歩を踏み出したいのに踏み出せない。自信のない自分を変えたいのに変えられない・・・。 

仕事を辞め、モヤモヤした苦しい毎日を過ごしていた主婦の時代。そこからなんとか抜け出した

くてもがいていた時に、巡り会ったのがコーチングでした。コーチングを通じて出逢った仲間やコ

ーチ、そしてその人たちとの関わりの中で、私は本来自分の持っている可能性を呼び覚ますこと

ができたのです。「自分に枠をはめ自分を小さくしているのはまさに自分だったんだ」と体感した

時から、私の新しい人生が始まりました。 

その後、2017 年、独り暮らしの母の孤立死を経験し、大きな後悔と深い悲しみの中でグリーフケ

アに出逢い、これまでの人生の中で不妊治療を含めて幾重のグリーフがあったことに気づきまし

た。知らず知らずのうちに独りでがんばってしまっている方、ご自身のつぶやきを大事にしてみ

ませんか。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

現在、グリーフケアを学んでいます。 

グリーフ（悲嘆）とは、無くすことを目指すのではなく、いかにそのグリーフを抱えて豊かに生きて

いけるか、なのだと学びました。なぜなら、グリーフのない人生とは、誰も愛さない、誰からも愛さ

れない人生を選ぶことであり、人はそのような人生を望んではいないのだろうからです。 

不妊治療に関するグリーフ（不妊治療について相談をできる人がいない、子供に恵まれなかっ

た悲しみを抱いているなど）を抱えていらっしゃる方、そっと胸の内を話してみませんか。 

UMU というサイトに、不妊治療にこれまでの体験を記事にしていただいています。 

https://umumedia.jp/2020/02/05/kyon/ 

 

【名前】    大城大城大城大城    京子京子京子京子    （おおしろ（おおしろ（おおしろ（おおしろ    きょうこ）きょうこ）きょうこ）きょうこ） 

【メッセージ】 母の孤立死を経験し、自立とは独りぼっちで頑張っていることでは 

なく、辛い時困った時に、その瞬間瞬間で人に分かち持ってもらって 

自分の足で立てていることだとわかりました。独りでがんばっている 

方のサポートをさせていただければうれしいです。 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  東京近郊 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （経営全般・人財育成に関する課題） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 

・・・・キャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチング （仕事と家庭の両立に関する課題） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

ＣＴＩジャパン 基礎・応用・上級コース・リーダーシッププログラム終了 

米国ＣＴＩ認定プロフェッショナルコーチＣＰＣC 

産業カウンセラー 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    ～2004 年： ユニ・チャーム㈱にて営業・ロジスティクス事務から役員秘書・社内広報を経て人材開

発部にて評価制度・理念浸透・組織活性化など人事企画に従事。ヘルスケア営業本部社員の採

用・教育・制度構築を担当。 

2005 年～現在： 独立し、コーチング、人財育成（コンサル、研修事業の企画運営）を中心に活動 

中。また、2016 年より NPO 法人 MAMAーPLUG の理事を務め、『女性の視点で家族の生きる力を 

高める』を理念に防災啓発を全国各地で実施。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【回数】原則として 1 回 90 分で 1 ヶ月に 1 回実施 

【方法】対面もしくはオンライン  

【料金】  

エグゼクティブ・コーチング  

月額 55,000 円（税込） (オンラインの場合は 44,000 円） 

ビジネス/パーソナル/キャリア・コーチング  

月額 33,000 円（税込） (オンラインの場合は 22,000 円）  

【わがままオプション】  

適用 OK です。お気軽にご相談ください。  

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

    

周りの評価に振り回され自分に自信がなかった私が、コーチングを通して、「私は私のままでいい」

と思え、自分軸をしっかり持つことで人生の重要箇所で悔いのない決断ができるようになりました。

４１歳、未婚で子どもを授かり、個人事業主として子育てをしながら楽しく充実した毎日を送っていま

す。ついつい周りの声が気になってしまうのは人間として当たり前。だけど本当に自分がやりたいこ

とや進みたい道で悩む時にコーチングを通して自分の心の声を聞くことで人生が豊かになります。

正解のない時代だからこそ、自分が悩んだ時に安心安全な環境の中、自分の心の声を聞くために

コーチングは有効な手段の 1 つだと思います。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

・経営者向け：女性社員の活用や仕事と家庭の両立など女性が長く働きたいと思う環境づくりや育

成（研修）などの実施 

・女性（ママ）の視点で『アクションにつながる防災』を企画、運営を実施（N P O 法人 MAMA-PLUG

として活動）防災士の資格所有 

・『中学受験は親子受験』自らの経験をいかし、受験家族に対するセミナーや受験コーチング 

から納得感が得られる中学受験を支援 

 

 

 

【名前】      小暮小暮小暮小暮    裕美子裕美子裕美子裕美子    （こぐれ（こぐれ（こぐれ（こぐれ    ゆみこ）ゆみこ）ゆみこ）ゆみこ）    

【メッセージ】 自分らしさを大切に、充実した楽しい人生を送ろう！ 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  東京近郊 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （組織や人財育成に関する課題・売上アップ） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （人間関係や自己実現など個人的な課題） 

・・・・キャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチング （社内でのキャリアや転職などキャリア形成に関する課題） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

ＣＴＩジャパン 基礎・応用・上級コース・リーダーシッププログラム終了 

米国ＣＴＩ認定プロフェショナルコーチ ＣＰＣC 

Coach２１（現 COACH A） CTP36 課程修了、生涯学習開発財団認定コーチ取得 

大阪大学大学院国際公共政策研究科 元招聘教授、 

元甲南大学非常勤講師 (2007 年～2016 年) (キャリアデザイン科目） 

元四天王寺大学非常勤講師 (2013 年～2016 年) (キャリアデザイン科目) 

DiSC®認定トレーナー、レゴ®シリアスプレイ®認定ファシリテータ、Mind Gym 認定トレーナー 

AICI 国際イメージコンサルタント、TOEIC975 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    大阪大学大学院卒業後、世界最大の消費財メーカーＰ＆Ｇに勤務。人事部にて、給与・採用アソシ

エイトマネージャーを経てトレーニングマネージャー。人材育成のための制度構築、研修の企画と

実施、社内トレーナー育成などに携わる。また、社内の組織コンサルティング業務（HRBP)も兼任。

独立後、人材育成と組織開発が専門の（株）ドリームランチャーを設立。全国でコーチング・研修セ

ミナー・人材育成コンサルティングを提供。自社を運営しながらパラレルキャリアの持ち主。 

2017～2018 年は Tiffany&Co.にて教育ディレクター、 

2018～2019 年は LVMH グループの Berluti にて HR ヘッドを務める。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【回数】原則として 1 回 60 分で 1 ヶ月に 3 回実施 

【方法】オンラインもしくは対面  

【料金】  

エグゼクティブ・コーチング  

月額 66,000 円（税込） (オンラインの場合は 55,000 円） 

ビジネス/パーソナル/キャリア・コーチング  

月額 33,000 円（税込） (オンラインの場合は 27,500 円）  

【わがままオプション】  

適用 OK です。お気軽にご相談ください。キャリアコーチングは履歴書や職務経歴書の書き方、 

面接の受け方も指導いたします。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

    

企業で人材開発の仕事に携わっているときにコーチングに出会いました。この出会いがまさに私の

可能性を広げてくれました。「生涯、人材開発の仕事がしたい！」と思っていた私は、気付けばそれ

まで考えもしなかった「独立」という選択肢を選べる自分になっていました。「自分の可能性は思って

いる以上に自分の中にある」というのは本当です。自分を信じる力を養い、可能性の扉を開きませ

んか？ 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

・人材育成コンサルティング、組織開発コンサルティング 

・企業研修（新入社員～経営者を対象にした研修、スキル別の研修） 

・店舗指導（日常雑貨～ラグジュアリー、アパレル、物販、飲食、その他サービス） 

 

 

【名前】      橋本橋本橋本橋本    佳苗佳苗佳苗佳苗    （はしもと（はしもと（はしもと（はしもと    かなえ）かなえ）かなえ）かなえ） 

【メッセージ】 自分を信じるのは自分しかいない！一緒に、昨日の夢を、  

今日の希望、明日の現実にしましょう。 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  大阪近辺 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （経営全般・独立起業に関する課題） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 

・・・・キャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチング （就職や転職などキャリア上の課題） 

コーチング関コーチング関コーチング関コーチング関

連の資格など連の資格など連の資格など連の資格など    

    

国際コーチ連盟認定プロフェッショナル・コーチ（PCC） 

CTI 認定プロフェショナル・コーアクティブ・コーチ（CPCC） 

CRR グローバル認定プロフェッショナル・システムコーチ ORSCC 

中小企業診断士 

日本ブリーフセラピー協会認定ブリーフセラピスト 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    メーカーにて事業企画、商品企画、秘書業務等に従事する。 

2003 年 10 月にビジネスコーチ、コンサルタント、研修講師として独立。屋号は「ひとのわ」。 

専門領域は、人と組織。コーチング、人材育成、組織活性化など。 

コーチング：経営者や創業者、経営幹部等の 1 対 1 のコーチング、組織全体のコーチング。 

コンサルティング：コーチングや心理学を応用した人材育成や組織活性化、顧客満足度向上や 

売上・利益アップ、採用・育成、女性活躍推進等のコンサルティング。 

企業研修：コミュニケーション力、リーダーシップ醸成、マネジメント力向上、等の参加型研修。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

ビジネスコーチング/パーソナルコーチング 

   実施方法：Zoom、電話、対面（大阪駅周辺） 

   回数：月 1～2 回（相談に応じます） 

   料金：1 回あたり 40～60 分、15,000 円＋税 

       大阪市内から往復 1,000 円を超える場所で実施する場合は、 

別途交通費をご負担いただく場合があります。 

【わがままオプション】  

適用 OK です。お気軽にご相談ください。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

    

持ち味の柔らかい雰囲気でクライアントさんのことばや気持ちを丸ごと受け止めながら、もやもやし

た思いをクリアにしたり、いたずらっぽくズバっと核心に切り込んで背中を押すことが得意です。 

ぜひ、あなたの物語を私に聴かせてください。私は、本来の大きな大きなあなたを映す、「しゃべる

鏡」です。ご自分でも気づかなかった本音や価値観に気づき、自分らしく生きるヒントを一緒に見つ

けましょう。語りつくしたら、あなたの物語の続きの世界へ、大きく自由に飛び立ってください。 

自分自身の軸、よりどころを見つけ、まっすぐに進んでいけるよう、根気よくサポートします。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

人と組織の成長に関する分野ならお任せください。企業の経営理念、事業の成長、成功と、経営者

やスタッフが大切にしたい考え方や目標をいずれも満たしながら叶えていくことをサポートしていま

す。お話をうかがい、ご要望や状況に合わせて、経営者やスタッフへの 1 対 1 コーチング、組織やチ

ームへのシステムコーチング、会議のファシリテーション、テーマに合わせた参加型研修などを組み

合わせて提供しています。 

参加型研修は、双方向にコミュニケーションをとりながら、参加者の意欲や意見を引き出し、職場で

すぐに実践できる工夫を重ねています。楽しく学べる演習で積極性を引き出し、深く振り返って気づ

きを促すスタイルに定評があります。 

 

 

【名前】     福住昌子福住昌子福住昌子福住昌子    （ふくずみ（ふくずみ（ふくずみ（ふくずみ    まさこ）まさこ）まさこ）まさこ） 

【メッセージ】 あなたのお話を聴いて、あなたの心の奥の思いを引き出し、 

心と経営の両面から、夢や目標を実現できるようにサポートします。 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  関西エリア 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （経営全般・独立起業に関する課題） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 

・・・・キャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチング （就職や転職などキャリア上の課題） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

    

国際コーチ連盟 プロフェショナル・サーティファイド・コーチ（PCC） 

米国ＣＴＩ認定 コーアクティブプロフェッショナルコーチ（CPCC） 

ＣＲＲグローバル認定 プロフェッショナルシステムコーチ（ORSCC） 

産業カウンセラー  

キャリアコンサルタント 

米国ＮＬＰ協会認定 マスタープラクティショナー 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    大手電機メーカ 秘書室にて、役員秘書として勤務。退職後、人材育成・組織開発に携わる。 

専門分野は、メンタルヘルス・コミュニケーション・キャリア支援。 

現在は、一般社団法人ブライトシフト 代表理事、産業能率大学総合研究所兼任講師。 

コーチングは組織・個人コーチングの 2 本立てで行っている。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【回数】    120 分／月 （通常セッション：40 分 x3 回、もしくは、60 分 x2 回）、 

この他に通常セッション前の導入セッション 120 分、完了セッション 120 分    

【方法】 電話もしくは対面 

【料金】 月額 24,000 円（※面談の場合は、1 回5,000 円アップとなります。） 

《学生・主婦の方》  

 月額 20,000 円 （※面談の場合は、1 回5,000 円アップとなります。） 

【わがままオプション】適用 OK です。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い・対する想い・対する想い・対する想い・    

約30年前のある日、「自分らしく」生きることが私にとってはとても大変なことなのだと気づく出来

事がありました。それは臨床心理学やカウンセリングの勉強を始めた日でもあります。思い込み

やしがらみから解放されてとても楽になり自分らしく生きていくことができる。それが私の経験し

たコーチング、そして皆さんにご提供できる私のコーチングです。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

本当の「自他尊重とは？」 その先に素晴らしいコラボレーションが生まれると信じて仲間と試行

錯誤活動中です（コラボラ）  

 

 

 

 

 

【名前】                中村中村中村中村    菜津子菜津子菜津子菜津子        （なかむら（なかむら（なかむら（なかむら    なつこ）なつこ）なつこ）なつこ）    

【メッセージ】    自分も相手も尊重しコラボレーションを楽しみながら VUCA 時代に挑

戦して参りましょう。 

【電話・オンライン】 OK  【対面セッション】  大阪・神戸 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                            

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

    

CTI ジャパン 資格コース修了 / Coach21（現（株）コーチ・エィ）CTP 修了 

米国 CTI 認定プロフェッショナルコーチ（CPCC） 

国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ（PCC） 

米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー 

アサーティブジャパン トレーナー準備コース修了 

日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントファシリテーター・叱り方トレーナー  

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    自治体にて 14 年間、相談業務に携わり延べ 1 万人以上の問題解決をサポート。2001 年からコー

チ活動を開始。2005 年コーチング・ジョイを設立し、独立。現在は個人コーチングと共に、セミナー

研修の講師として活動中。主なセミナーテーマは、コーチング、コミュニケーション、キャリア、アンガ

ーマネジメント等。個人コーチングのクライアントは、専業主婦からビジネスパーソン、経営者まで

幅広い。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

ビビビビジネジネジネジネスコーチング／パーソナルコーチングスコーチング／パーソナルコーチングスコーチング／パーソナルコーチングスコーチング／パーソナルコーチング 

【方法：回数：料金】 

☆電話基本コースはワンクール 3 ヵ月（導入セッション＋通常セッション月 2 回で計 7 回) 

 

・電話/Skype 等： 初回導入セッション 90 分 20,000 円 

通常セッション 1 回 60 分 15,000 円  

・対面： 初回導入セッション 90 分 30,000 円＋交通費 

通常セッション 60 分 20,000 円又は 90 分 30,000 円＋交通費              

         

【わがままオプション】適用 OK。期間、回数、料金等お気軽にご相談ください。 

 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

    

親、学校、世間の価値観を、知らず知らずに取り込んでいた私は、それに自分を合わせようと頑張

っていました。それが苦しくなってきた時、コーチングに出合い、自分の中にある価値観で生きるこ

とにこそ喜びがあり、納得感ある人生に繋がると実感しました。コーチングでは、仕事や人間関係

などどんなテーマであっても、その過程で自分自身と向き合い、自分を深く知っていくことになりま

す。自分が本当は何を望み、どうありたいのかが明確になると、迷いが減り自分軸で生きられるよ

うになります。ありのままの自分に OK を出せて、生きるのが随分楽になりました。 

人が一生をかけて出会っていく人、それは自分自身です。コーチングを通じてそのプロセスをサポ

ートし、望む人生を実現するお手伝いをしたいと願っています。   

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

「周りにどう思われるかが気になって一歩が出ない」、「自分が本当はどうしたいのかわからない」、

「悩んでグルグルしてしまう」、「自分に自信が持てない」といった悩みを抱える方々が、自分らしく

活き活きと、望む未来に向かえるようサポートするコーチングを得意としています。 

コーチ的な関わりで、思春期の子供との関係が劇的に改善した体験があり、子育てのテーマも得

意です。 

 

 

 

【名前】    宮崎宮崎宮崎宮崎    ひろみひろみひろみひろみ    （みやざき（みやざき（みやざき（みやざき    ひろみ）ひろみ）ひろみ）ひろみ） 
【メッセージ】 あなたが自分にとって本当に大切なものに気付き、心から望む人生を 

生きるお手伝いをさせてください。 

さぁ、今の自分に OK を出して、前へ進みましょう！ 

【電話・ネット】 OK   【対面セッション】  大阪・京都 
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得意分野得意分野得意分野得意分野    

                                                

・・・・エグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチングエグゼクティブコーチング （経営全般・独立起業に関する課題） 

・・・・ビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチングビジネスコーチング （仕事や職場での課題） 

・・・・パーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチングパーソナルコーチング    （個人的な課題） 

・・・・キャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチングキャリアコーチング （就職や転職などキャリア上の課題） 

コーチングコーチングコーチングコーチング    

関連の資格関連の資格関連の資格関連の資格    

    

CTI ジャパン 基礎・応用・資格コース・リーダーシッププログラム終了 

米国 CTI 認定プロフェッショナルコーチ CPCC 

米国ニューエクエージョンズ認定講師 

米国 CRR グローバル認定組織と関係性のためのシステムコーチング 

米国 TLC ジャパン認定プラクティショナー 

ホーガンアセスメント認定プラクティショナー 

産業カウンセラー  

ACNET２１アセッサー認定アセッサー 

ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験ビジネス経験    2001 年よりマネジメント・コンサルタントとして大手企業の人材アセスメントを行う。2006 年以降 

野村総合研究所の契約コンサルタントを兼任し、大手上場企業へのエグゼクティブコーチング

を提供する。クライアント人数は延べ 2500 人。特徴は、コーチング契約が延長になるケースが

多く、最長者は 8 年に及ぶ。また大手企業に対し、上司部下の関係性の改善や自立型組織運

営を目指したチームに対するシステムコーチングも提供している。 

本契約の本契約の本契約の本契約の料金料金料金料金    

（税込み金額） 

 

【料金】1 回 2 万円（90 分）エグゼクティブコーチングは 1 回 4 万円（90 分） 

【回数】ご相談の上、毎月決まった回数を行います。 

    セッションは月 1～3 回がベースです。 

【方法】1 回目のファーストセッションは対面で 2 時間です。 

    その後コーチングがスタートしますが、毎月決まった回数をご都合に合わせ日程 

組みます。セッションは電話で行いますが、対面をご希望の方は相談に応じます。 

【わがままオプション】適用 OK です。 

コーチングにコーチングにコーチングにコーチングに    

対する想い対する想い対する想い対する想い    

私の体験としてコーチングを受けてよかったことが 3 つあります。一つ目は 1 人で悩む時間が短

くなった事、二つ目は納得できる解決方法を自分で見つけられるようになったこと、そして三つ

目は自分らしさを大事にできるようになったことです。誰もが人間関係に悩んだり、自分のキャ

リアや人生について「これでいいのか？」と考える時があります。自律的な人ほど自分を責める

かもしれません。もし、あなたが少しでもよりよくしたいと望むなら、私はその可能性を全力で信

じます。そして、寄り添いながら一緒に歩むコーチでいたいと思います。 

その他のその他のその他のその他の    

サービスサービスサービスサービス    

りパートナーシップをよりよくするためのコーチング（システムコーチング）（夫婦、パートナー、上

司部下など） 

チームビルディングのためのコーチング（システムコーチング） 

リーダーシップ開発ツールを使用したコーチング 

人生の目的をガイドするコーチング 

 

 

 

【名前】    米田米田米田米田    ナミコナミコナミコナミコ    （よねだ（よねだ（よねだ（よねだ    なみこ）なみこ）なみこ）なみこ） 

【メッセージ】 あなたの本当の人生の目的を知って、リーダーとして生きる 

【場所】     東京都内 

    


