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サービス内容のご案内

株式会社アイパートナー

貴社の中核となる人材を育む 学び・鍛錬の場 を、オンラインで。
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サービス概要

■ i・PLACE の5つの「学び・鍛錬の場」

■ｉ・ＰＬＡＣＥ 概要説明（ビデオ）

■ サービス名

i・PLACE（アイプレイス）／ incubation Place for Core Persons

貴社の中核となる人材を育む 学び・鍛錬の場 を、オンラインで。

■ i・PLACE のコンセプト

i・PLACE は、持ち味を孵化させ、論理・戦略思考を鍛えるオンライン・プレイスです。

■ i・PLACE の理念

人間性（持ち味）と論理・戦略性（経済合理性）を兼ね備えた「中核人材」を養成します。

※ 「中核人材」とは、経営幹部、管理職、中堅若手の有望株的人材を指します。

■ サービス概要

i・PLACE（アイプレイス）は、中核人材を育む学び・鍛錬の場をオンラインで提供します。

i・PLACE では、次の3つのサービスで5つの「学び・鍛錬の場」をご用意しています。

（１）i・PLACE ベーシック

① 古典を鏡として自分を磨く「場」 メンターとしての中国古典／オンライン動画講義

② 良書に触れて広い視野を養う「場」 SERENDIP 書籍ダイジェスト／メール配信・WEB閲覧

③ 他社交流で気づきを深め広げる「場」 今月の気づき共有ワークショップ／オンライン・ワークショップ

（２）i・PLACE 持ち味（ i・PLACE ベーシック の利用者様が申し込めるオプションサービスです。）

④ 持ち味を活かす文化を考え体験する「場」 持ち味／オンライン研修

（３）i・PLACE 論理（ i・PLACE ベーシック の利用者様が申し込めるオプションサービスです。）

⑤ 筋道立てて考え行動する地頭を鍛える「場」 Logic／オンライン研修

オンラインで「いつでも、どこでも、誰とでも」、動画視聴、メール配信とLIVEを組み合わせ、すき間時間を活用しながら学び、鍛錬することができます。

また、受講履歴管理（オンライン動画講義、オンライン・ワークショップ）や、バックナンバー閲覧（オンライン動画講義、書籍ダイジェスト）も可能です。

https://vimeo.com/468502020/67a411ef74
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サービスと「学び・鍛錬の場」の構成
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■ サービスと「学び・鍛錬の場」の構成

※ サービスのご利用にはインターネット接続ができる通信環境とデバイスが必要です。これらは会員様のご負担と責任でご準備いただく必要があります。

※ メール配信サービスや動画配信のお知らせのために利用者様それぞれのメールアドレスを登録していただく必要があります。

※ インターネット接続に必要な通信料は会員様のご負担となり、本サービスのサービス料金には含まれておりません。
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■ サービス内容

i・PLACE ベーシック

（１）サービス概要

i・PLACE ベーシック では、i・PLACE の基本となる3つの「学び・体験の場」を提供します。

① 古典を鏡として自分を磨く「場」 メンターとしての中国古典／オンライン動画講義 【毎月3回 新規動画（約10分）】

② 良書に触れて広い視野を養う「場」 SERENDIP 書籍ダイジェスト／メール配信・WEB閲覧 【毎週4回 新規ダイジェスト（約3,000字）】

③ 他社交流で気づきを深め広げる「場」 今月の気づき共有ワークショップ／オンライン・ワークショップ 【毎月1回 オンライン交流（約1時間）】

※ i・PLACE ベーシック は、i・PLACEをご利用いただく際に必ずご利用いただくサービスとなっております。

（２）サービス内容

① 古典を鏡として自分を磨く「場」 メンターとしての中国古典／オンライン動画講義

・ 毎月3回、約10分の新規オンライン講義動画（オンライン用に構成した講義動画）を配信します。

・ i・PLACE ｅラーニングシステム にログインして、視聴・受講することができます。

・ オンライン動画講義のテーマ

※新規オンライン動画講義の初回視聴・受講前に、「基礎講座」（各テーマ１講義、計３講義）を視聴・受講いただくことを必須としてします。

２週目 （１０日） 「孫子の兵法」を中心に　「戦略思考を鍛える」

３週目 （２０日） 「老子」を中心に　「既成概念を打破する」

配信日 テーマ

１週目 （　１日） 「論語」を中心に　「いい働き方・いい人生」

サービス内容 i・PLACE ベーシック（1/2）
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■ｉ・ＰＬＡＣＥ ベーシック ガイダンス（ビデオ）

■メンターとしての中国古典ダイジェスト（ビデオ）

https://vimeo.com/456847258/c28223e5af
https://vimeo.com/468817257/ba8d21f3cf
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② 良書に触れて広い視野を養う「場」 SERENDIP 書籍ダイジェスト／メール配信・WEB閲覧

・ 毎週4回（夏季、年末年始、ゴールデンウィーク、その他祝祭日を除く）新規書籍ダイジェスト（約3,000文字）を配信します。

・ 登録いただいたメールアドレスに配信されます。また、専用WEBサイトにも同タイミングで掲載されます（閲覧にはログインが必要です）。

・ 配信曜日ごとの書籍ジャンル

※月曜日、不定期に臨時増刊を配信する場合があります。

③ 他社交流で気づきを深め広げる「場」 今月の気づき共有ワークショップ／オンライン・ワークショップ

・ 毎月１回、他社交流による「気づきの共有」を目的としたオンラインワークショップを開催します。所要時間は約1時間です。

・ 同月配信の「メンターによる中国古典」オンライン動画講義、「SERENDIP」書籍ダイジェストの内容を題材にします。

・ i・PLACE ｅラーニングシステム にログインして、参加することができます。

・ オンライン・ワークショップの開催は、毎月第３週目を基本とします。

（３）付加サービス

① i・PLACE ｅラーニングシステム による受講履歴管理

・ オンライン動画講義、オンライン・ワークショップの受講履歴を管理・閲覧することができます。

・ 管理者を設定の上、グループ（企業、組織等）ごとの受講履歴を管理・閲覧することもできます。

② i・PLACE バックナンバー閲覧

・「メンターとしての中国古典」オンライン動画講義 バックナンバー閲覧

※ i・PLACE ｅラーニングシステム にログインの上、同システム上で閲覧・視聴が可能です。

・「SERENDIP」 書籍ダイジェスト バックナンバー閲覧

※ i・PLACE ｅラーニングシステム にログインの上、「SERENDIP」のWEBサイトに遷移して閲覧が可能です。

配信曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

書籍ジャンル
臨時増刊

（不定期）
新書／文庫 新刊書籍

海外書籍

雑誌
ベストセラー

サービス内容 i・PLACE ベーシック（2/2）
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i・PLACE 持ち味

（１）サービス概要

i・PLACE 持ち味 では、i・PLACE ベーシック での学び・鍛錬に加え、人間性（持ち味）をより追求する「学び・鍛錬の場」を提供します。

○ 持ち味を活かす文化を考え体験する「場」 持ち味／オンライン研修 【オンライン動画講義＋オンライン・ワークショップ】

（２）サービス内容

① オンライン動画講義、課題レポート、オンライン・ワークショップ、日常実践を繰り返す「持ち味オンライン研修会」の受講

・「持ち味オンライン研修会」の受講を修了すると、受講を修了したクラスごとの修了証が発行されます。

② 「持ち味オンライン研修会」オンライン動画講義の視聴による繰り返し学習

・お申込みクラスのオンライン動画講義が「持ち味オンライン研修会」受講修了後も何度でも視聴いただけます。

※ i・PLACE ベーシック のご利用期間中に限ります。

③ i・PLACE ｅラーニングシステム による受講履歴管理

・ オンライン動画講義、オンライン・ワークショップの受講履歴、オンライン研修会の修了履歴を管理・閲覧することができます。

・ お客様企業、組織等の代表者、管理者は企業、組織等ごとの受講履歴、修了履歴を管理・閲覧することも可能です。

※ 「i・PLACE 持ち味」は、「i・PLACE ベーシック」をご利用中の利用者様がオプション（別料金）でお申し込みいただけます。

※ 「i・PLACE ベーシック」のご利用がない方、または「i・PLACE ベーシック」のご利用を終了（解約）した利用者様は、「i・PLACE 持ち味」の

　 お申込み・ご利用はできません。

※ 「持ち味オンライン研修会」受講修了後も「i・PLACE ベーシック」のご利用中は②③のサービスを継続して利用することができます。

※ 初級・中級・上級の各クラスのお申し込みは、個別、全級通し、いずれのお申し込みも可能です。（サービス料金はクラス毎に異なります。）

※ 「i・PLACE 持ち味」お申し込み時に　「i・PLACE スターターキット」（別料金）の購入が必要です。（「持ち味オンライン研修会」で使用します。）

サービス内容 i・PLACE 持ち味（1/2）
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■ｉ・ＰＬＡＣＥ 持ち味 ガイダンス（ビデオ）

https://vimeo.com/470417608/2069cd1525
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サービス内容 i・PLACE 持ち味（2/2）

7

（３）クラスごとのオンライン研修会内容

持ち味を活かす自己ビジョン

　・効き脳診断による持ち味発見

　・持ち味カードによる持ち味発見

　・持ち味から自分の可能性を探る

　・持ち味を活かして志（自己ビジョン）を立てる

持ち味を活かすリーダーシップ

　・自分に合ったリーダーシップスタイル

　・メンバーの持ち味を認識する

　・承認行動と持ち味コーチング

　・持ち味を活かしたチームビルディング

持ち味を活かす組織文化

　・組織文化と変革のプロセス

　・組織の持ち味を分析する（いい会社＆持ち味カード）

　・組織ビジョンをつくる

　・組織文化の浸透活動

（注１）オンライン研修会の内容はオンライン研修会（クラス）ごとの状況により各クラスの趣旨を変えない範囲で変更させていただく場合があります。

（注２）オンライン研修会の受講期間はオンライン研修会（クラス）ごとの状況により変動することがあります。ただし、表記の期間より短くなることはありません。

回数（サイクル）

個別
オンライン研修会の形式クラス 内容（注１）

受講期間（注２）

全級通し 個別 全級通し

初級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ

４回

１２回

２ヶ月

６ヶ月中級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ

４回 ２ヶ月

上級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ

４回 ２ヶ月
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i・PLACE 論理

（１）サービス概要

i・PLACE 論理 では、i・PLACE ベーシック での学び・鍛錬に加え、論理・戦略性（経済合理性）をより追求する「学び・鍛錬の場」を提供します。

○ 筋道立てて考え行動する地頭を鍛える「場」 Logic／オンライン研修 【オンライン動画講義＋オンライン・ワークショップ】

（２）サービス内容

① オンライン動画講義、課題レポート、オンライン・ワークショップ、日常実践を繰り返す「Logicオンライン研修会」の受講

・「Logicオンライン研修会」の受講を修了すると、受講を修了したクラスごとの修了証が発行されます。

② 「Logicオンライン研修会」オンライン動画講義の視聴による繰り返し学習

・お申込みクラスのオンライン動画講義が「Logicオンライン研修会」受講修了後も何度でも視聴いただけます。

※ i・PLACE ベーシック のご利用期間中に限ります。

③ i・PLACE ｅラーニングシステム による受講履歴管理

・ オンライン動画講義、オンライン・ワークショップの受講履歴、オンライン研修会の修了履歴を管理・閲覧することができます。

・ お客様企業、組織等の代表者、管理者は企業、組織等ごとの受講履歴、修了履歴を管理・閲覧することも可能です。

※ 「i・PLACE Logic」は、「i・PLACE ベーシック」をご利用中の利用者様がオプション（別料金）でお申し込みいただけます。

※ 「i・PLACE ベーシック」のご利用がない方、または「i・PLACE ベーシック」のご利用を終了（解約）した利用者様は、「i・PLACE Logic」の

　 お申込み・ご利用はできません。

※ 「Logicオンライン研修会」受講修了後も「i・PLACE ベーシック」のご利用中は②③のサービスを継続して利用することができます。

※ 初級・中級・上級の各クラスのお申し込みは、個別、全級通し、いずれのお申し込みも可能です。（サービス料金はクラス毎に異なります。）

サービス内容 i・PLACE 論理（1/2）
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■ｉ・ＰＬＡＣＥ 論理 ガイダンス（ビデオ）

https://vimeo.com/470418017/dbfcd063cd


© 株式会社アイパートナー 2021

サービス内容 i・PLACE 論理（2/2）
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（３）クラスごとのオンライン研修会内容

論理思考を鍛える

　・曖昧さを排除する

　・二つの思考法（帰納法・演繹法）をマスター

　・因果関係を解明する

　・ロジックツリーを使いこなす

問題解決力を鍛える

　・問題とは何か

　・問題解決の手順

　・真因・本質に迫る解決シナリオ

　・やり抜く力を身につける

戦略思考を鍛える

　・戦略はビジョンから

　・持ち味を活かす戦略

　・閾値を超える戦略

　・戦略ストーリーと仮説検証

（注１）オンライン研修会の内容はオンライン研修会（クラス）ごとの状況により各クラスの趣旨を変えない範囲で変更させていただく場合があります。

（注２）オンライン研修会の受講期間はオンライン研修会（クラス）ごとの状況により変動することがあります。ただし、表記の期間より短くなることはありません。

クラス 内容（注１）

受講期間（注２）

全級通し
オンライン研修会の形式

回数（サイクル）

個別

４回 ２ヶ月

上級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ

４回 ２ヶ月

個別 全級通し

初級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ

４回

１２回

２ヶ月

６ヶ月中級

オンライン動画講義

　　　　　　＋

オンライン・ワークショップ
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■ i・PLACE スターターキット

i・PLACE スターターキット とは

i・PLACE スターターキットは、i・PLACE をより一層ご活用いただくための教材をまとめたものです。

※ i・PLACE スターターキット のご購入は任意です。新規利用者様としてご利用開始時のご購入をお奨めしております。

※ 「i・PLACE 持ち味」をご利用される方は必携（必ず購入）となっております。

i・PLACE スターターキット の内容

i・PLACE スターターキット には下記が含まれています。

① ハーマンモデル「効き脳診断」　による思考特性（バランス・癖）診断

詳細は、フォルティナ株式会社のサイト「効き脳診断BRAIN」をご覧ください。

http://www.fortina.co.jp/brain/

② 「持ち味＆承認＆いい会社」　カード （３種類）

③ ｉ・ＰＬＡＣＥ 推奨書籍 ２冊

１）豊かな働き方　貧しい働き方　自分と組織のマネジメント論　　三村 邦久 著

２）うーにゃん先生の　持ち味コーチング　　三村 邦久 著

i・PLACE スターターキット

10

http://www.fortina.co.jp/brain/
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利用料金
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■ 利用料金（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払方法

支払額

（税別）
摘要

5,000円 一括払 5,000円
初回ご利用開始時に必要となる費用です。

連続してのご利用（更新）時には発生しません。

月額 7,000円
半年払

（６ヶ月毎）
42,000円

必ずご利用いただくサービスです。半年（６ヶ月）ごとの

サービスご利用開始（更新）時にお支払いが発生します。

初級 30,000円 30,000円

中級 40,000円 40,000円

上級 50,000円 50,000円

全級通し 100,000円 100,000円

初級 30,000円 30,000円

中級 40,000円 40,000円

上級 50,000円 50,000円

全級通し 100,000円 100,000円

12,000円 一括払 12,000円
オプションでご購入いただく教材です。i・PLACE 持ち味をご利用の

方は必ず購入いただきます。

料金種別

i・PLACE ベーシック

サービス料

i・PLACE 持ち味

サービス料

i・PLACE 論理

サービス料

初期費用

オプションでご利用いただくサービスです。ご利用（受講）時に

お支払いが発生します。

オプションでご利用いただくサービスです。ご利用（受講）時に

お支払いが発生します。

オ
プ
シ
ョ
ン

i・PLACE スターターキット

（オプション教材）

一括払

一括払

サ
ー
ビ
ス
／
ク
ラ
ス
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■ ボリューム優待料金／初期費用（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

5,000円 5,000円 －

4,000円 4,000円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 25,000円 ／ 6名 24,000円 )

3,500円 3,500円
10名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 10名 40,000円 ／ 11名 38,500円 )

3,000円 3,000円
18名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 18名 63,000円 ／ 21名 63,000円 )

2,500円 2,500円
43名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 43名 129,000円 ／ 51名 127,500円 )

※１０１名以上のボリューム優待料金については個別にお問い合わせください。

■ ボリューム優待料金／i・PLACE ベーシック サービス料（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

月額 7,000円 42,000円 －

月額 5,600円 33,600円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 210,000円 ／ 6名 201,600円 )

月額 4,900円 29,400円
10名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 10名 336,000円 ／ 11名 323,400円 )

月額 4,200円 25,200円
18名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 18名 529,200円 ／ 21名 529,200円 )

月額 3,500円 21,000円
43名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 43名 1,083,600円 ／ 51名 1,071,000円 )

※１０１名以上のボリューム優待料金については個別にお問い合わせください。

利用者数

通常料金（ご参考）

入会時・更新時

（６ヶ月毎）
半年払

6名～10名

11名～20名

21名～50名

51名～100名

利用者数

通常料金（ご参考）

入会時 一括払

6名～10名

11名～20名

21名～50名

51名～100名
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■ ボリューム優待料金／i・PLACE 持ち味、i・PLACE 論理 【初級】 サービス料（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

30,000円 30,000円 －

24,000円 24,000円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 150,000円 ／ 6名 144,000円 )

■ ボリューム優待料金／i・PLACE 持ち味、i・PLACE 論理 【中級】 サービス料（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

40,000円 40,000円 －

32,000円 32,000円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 200,000円 ／ 6名 192,000円 )

■ ボリューム優待料金／i・PLACE 持ち味、i・PLACE 論理 【上級】 サービス料（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

50,000円 50,000円 －

40,000円 40,000円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 250,000円 ／ 6名 240,000円 )

■ ボリューム優待料金／i・PLACE 持ち味、i・PLACE 論理 【全級通し】 サービス料（利用者１名あたり）

料金

（税別）
支払時期 支払方法

支払額

（税別）
ご参考

100,000円 100,000円 －

80,000円 80,000円
5名以上ではこちらの方が総額でもお得です。

（ 5名 500,000円 ／ 6名 480,000円 )

申込利用者数

通常料金（ご参考）

6名以上

利用開始時 一括払

通常料金（ご参考）

利用開始時 一括払

6名以上

申込利用者数

通常料金（ご参考）

利用開始時 一括払

6名以上

申込利用者数

申込利用者数

通常料金（ご参考）

利用開始時 一括払

6名以上
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■ ｉ・ＰＬＡＣＥ 運営会社

■ 改訂履歴

■ 本資料の改訂等について

・本資料の内容 および i・PLACEのサービス内容は改善等のため予告なく変更する場合があります。

・i・PLACEの最新情報は、アイパートナーのホームページ　 http://www.i-partner.co.jp    　　をご覧ください。

第２版 2021年1月22日 記述内容を「サービス内容」に特化

版数 発行日 改訂履歴

第１版 2020年12月1日 初版発行

info@i-partner.co.jp

株式会社アイパートナー

http://www.i-partner.co.jp/
運営会社

代表者

創業

所在地

連絡先

TEL

FAX

メール

三村　邦久

2001年1月

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-5-14　WISE NEXT 新横浜3階

045-285-9419

045-285-9501
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