
Asian Identity College 2019 - Public Course Menu -

お申込み・お問い合わせ

お申し込み:
http://bit.ly/aicollege_registration

お問い合わせ:
e-mail: info@a-identity.asia

ASIAN IDENTITY CO., LTD.
Asian Identity is Bangkok-
based HR consulting firm. 
Contribute to Asian clients 
through offering team 
consulting.

▪ 体験して学ぶ（Experiential Learning)
アクティビティ、演習、ディスカッション、などを通じて深い学びを得る。

▪ 実務に即した内容（Practical Learning)
理論や知識に偏りすぎず、実務家によるレクチャーで仕事につながる内容。

▪ 日本人、タイ人が共に学ぶ（Learning Opportunities for Japanese & Thai)
日本人とタイ人双方に学びの機会を提供する。

AI College の特徴

Katsuhiro Nakamura (Jack)
Founder & CEO, Asian Identity

Meet our AI Facilitators:
Toshimitsu Sowa
CEO, Talented People Laboratory Inc.

Ekajit Chamsai 
General Manager, Asian Identity Thiranart Napapruekchart 

Senior Consultant, Asian Identity

日・タイ コース 対象 概要 言語 期間 価格
(THB) 日程 場所

タイ人
日本人

HR College(人事の学校)
<Module A 採用・育成編>
[HRC – Module A]
(アセスメント実施)

人事マネージャー
経営幹部

人事を基礎から学ぶ。特に、人材
採用における人の見極めや、人や
組織の育成方法について学ぶ。

日本語
＋タイ語 2日間 15,000 9月13日（金）-14日（土)

Hatch Room –
AI training room

M.Thai tower 5Fl. 
Unit 2A, 
All Seasons Place
(BTS Phloenchit)

タイ人
日本人

HR College(人事の学校)
<Module B 評価・報酬編>
[HRC – Module B]

人事マネジャー
経営幹部

人事を基礎から学ぶ。特に、評価・
報酬制度の設計の考え方や、運用
のポイントについて学ぶ。

日本語
＋タイ語 2日間 15,000 11月15日(金)-16日（土）

タイ人
日本人

タイ・日本
ダイバーシティ・マネージメ
ント ・ワークショップ
[DIV]

日・タイのコラボレーション
を実現したい方

日本人とタイ人の文化の違いについ
て学び、どのようにすればコラボ
レーションできるかを議論する。

日本語
＋タイ語 1日間 10,000 10月3日（木）

タイ人 地頭・ロジカルシンキング
[JAL]

論理的思考が求められ
ている管理者や企画業務

に携わる方

「考えること」とはそもそも何かを
学び、業務を論理的に進められるよ
うになる。 タイ語 1日間 6,000 10月25日（金）

タイ人
日本人

アイデンティティ・リーダー
シップ・ワークショップ
[IDL]

マネジャーおよび強い
リーダーシップを身に着

けたい方

自分自身の有りたい姿を発見し、
リーダーとしてのビジョン発信
と周囲を動かす力を身に着ける。

日本語
＋タイ語 2日間 20,000

日本人対象
9月7日(土)-9月8日(日）

11月30日(土)-12月1日(日)

タイ人対象
11月8日(金)-11月9日(土)

Aetas Bangkok
(BTS Phloenchit)

Has been working as a HR 
consultant for more than 10 years. 
He has a strong passion in 
developing Asian talents. 

An expert in HR and business 
psychology.  Has been engaging in HR 
consulting for various fields such as 
recruiting, development, and 
evaluation etc.

An experienced management 
consultant for strategy, business 
development, and people 
management. 

An expert workshop facilitator for 
Thai and Japanese cross-culture 
collaboration. She believes that 
harmony and happiness unlock the 
potential and motivation of everyone.

Aetas Bangkok

http://bit.ly/aicollege_registration
mailto:info@a-identity.asia


HR College  [ Module A ]
曽和利光
Sowa Toshimitsu

中村勝裕
Katsuhiro
Nakamura (Jack)

CEO & Founder, 
Asian Identity Co., Ltd.

バンコクを起点にアジアに特
化した人事・ コンサルティン
グファームAsian Identityを経
営。ネスレ、リンク＆モチ
ベーション、グロービスを経
て現職。

CEO & Founder, 
Talented People Laboratory Inc.

株式会社人材研究所代表取締役社長
京都大学で学んだ心理学とリクルー
ト人事部GMとして培った営業スキ
ル・２万人の面接経験を融合しワン
ランク上の人材を採用する手法を確
立。リクルート、ライフネット生命、
オープンハウスで一貫として人事畑
を進み、株式会社人材研究所設立。

Facilitator

Facilitator

Objective

Objective

HR College [ Module B ]

Topics

Topics

Day1
AM：人事制度とは何か
・人事戦略と人事制度、人事ポリシー

PM：人事等級・評価・報酬制度（１）
・人事等級、昇格昇進、評価の仕組み

Day2
AM：人事等級・評価・報酬制度（２）
・評価面談、フィードバック、報酬設計

PM：人事のキャリア、能力開発
・HRのキャリアの積み方、HRに求められるスキルセット

※修了証を発行します

Date 13-14 September 2562
Time 9:00 a.m. - 17:00 p.m.
15,000 バーツ/person

Date 15-16 November 2562
Time 9:00 a.m. - 17:00 p.m.
15,000 バーツ/person

対象：日本人・タイ人とも参加可能

❖ HRスタッフ/マネジャー

❖ 人事管理の知識が必要な日本
人とタイ人マネージャー

対象：日本人・タイ人とも参加可能

❖ HRスタッフ/マネジャー

❖ 人事管理の知識が必要な日本
人とタイ人マネージャー

Day1
AM: HRの全体像
・経営戦略と人事、人事の役割、人材ポートフォリオ

PM：人材採用・配置
・採用戦略、採用面接のポイント、人材配置の考え方

Day2
AM: HRD（人材開発）
・OJTとOff-JT, 研修のデザイン、研修ファシリテーション

PM : OD（組織開発）
・企業理念、組織文化の育み方

※修了証を発行します

本講座ではHRのプロセスの中
「人材採用」と「人材開発」、いわ
ゆるSoft HRにスポットを当てます。
いかにして優秀な人を見極めるため
の戦略を作り、効果的に採用するか。
そして人材を育て、また組織を活性
化するにはどうしたら良いのかを学
びます。

本講座はHRの原理原則である心理学
や組織行動学を盛り込み、演習形式
で学んでいきます。また、日本語と
タイ語の両言語で学ぶことで組織内
の共通理解にも役立てて頂ける貴重
な機会です。

本講座では、HRのプロセスの中でも
「評価制度」「報酬制度」、いわゆ
るHard HRにフォーカスします。や
や複雑と思われがちな人事制度設計
を、原理原則から学んでいくととも
に、現場での効果的な運用方法も学
んでいきます。

本講座はHRの原理原則である心理学
や組織行動学を盛り込み、演習形式
で学んでいきます。また、日本語と
タイ語の両言語で学ぶことで組織内
の共通理解にも役立てて頂ける貴重
な機会です。



JI-ATAMA LOGICAL THINKING WORKSHOP
Objective

AM
Thinking VS Knowledge
• 仕事における「考える」ことと,「知識を使う」
ことの違い

Guesstimation（推測する）
• 正確な予想のための「考える」技術

PM
Blind Spot
• 全体像を伝えるコミュニケーション
Using Framework to bridge your idea
• 様々なアイデアを結びつけるフレームワーク思
考

Analogy Thinking
• 問題解決のために自身の周囲にある物事をヒン
トに思考のプロセスを進める

対象:

❖ チームのリーダー、あるい
は業務において思考スキル
を用いることが求められる
方

❖ 今までとは同じ方法では成
功できないような新しく
チャレンジングな仕事に従
事している方

Objective AM
Understand the Differences
• カルチャーマップを用いて職場での多様性を
理解する

PM
Manage the Differences
• チーム内の問題に対して、偏見やバイアスを
排して解決をするためのフレームワークを学
ぶ

• 個人の価値観レベルで人を理解する

TopicsDIVERSITY MANAGEMENT WORKSHOP

対象:

❖ マネジメント層
❖ 異なる文化的バックグラウ

ンドを持ったメンバーと働
く機会がある方

Ekajit Chamsai

General Manager, Asian 
Identity Co., Ltd.

人事組織コンサルタント。タイの
大手企業向けの戦略コンサルタン
トの経験を持つ。アジアの企業に
おける組織マネジメント、事業戦
略、及び人材マネジメントの知見
を持ち、現在は企業研修講師、コ
ンサルタントとして活躍している。

Senior 
Consultant, 
Asian Identity

日本の大学院を卒業し、
日本企業とタイ企業の
合弁会社設立支援の経
験も持つ。

Thiranart 
Napapruekchart 

Ryo Fujioka

Consultant,
Asian Identity

日本ではタイ語・タイ
文化を専攻し、タイの
チュラロンコン大学へ
の留学経験を持つ。

Facilitator

FacilitatorTopicsDate 25 October 2562 
Time 9.00 a.m. – 17.00 p.m.
6,000 バーツ/person

Date 3 October 2562
Time 9:00 a.m. - 17:00 p.m.
10,000 バーツ/person文化によって異なる考え方とその対

処方法について共に学びましょう。
特にハイコンテキストなコミュニ
ケーション（文脈に依存したコミュ
ニケーション）においては、相手の
言動に対する解釈のずれからミスコ
ミュニケーションが生まれることが
多々あります。

また、仕事をする上での考え方の
様々なタイプを学びより異なるバッ
クグラウンドを持つメンバーに対し
て、偏見やバイアスを排し、心を開
き、信頼感を持って働くヒントを学
びます。

この研修を通して学ぶ思考スキルを用
いて、今までになかったより深い解答
や手法を見つけましょう。特別にデザ
インされた様々な演習を通してスキル
を学んでいきます。

この研修で学んだスキルは様々な分析
や、難易度の高い複雑な仕事に立ち向
かい解答を見つけ出すことに活用でき
ます。
また、業務上の経験が上がると今まで
経験をしたことのない新しい仕事を任
せられることもありますが、それを成
功に導く際にも活かすことができます。



IDENTITY LEADERSHIP WORKSHOP (TH)
Ekajit Chamsai

General Manager, Asian 
Identity Co., Ltd.

ที่ปรึกษามากประสบการณ์เก่ียวกับ
การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจ รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้แก่บริษัทช้ันน าในภูมิภาค
เอเชีย

Facilitator

中村勝裕
Katsuhiro
Nakamura (Jack)

CEO & Founder, 
Asian Identity Co., Ltd.

バンコクを起点にアジアに特化した
人事・ コンサルティングファーム
Asian Identityを経営。ネスレ、
リンク＆モチベーション、グロービスを
経て現職。

Facilitator

วตัถปุระสงค์ Day1
Understand Yourself
・ ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และหล่อหลอมแก่นอัตลักษณ์ของตัว
คุณในแบบที่คุณไม่เคยรู้ ผ่านแบบทดสอบ และกิจกรรมสะท้อน
ตัวตน

Day2
Understand Others
・ สังเกต ท าความเข้าใจ และรับรู้ถึงตัวตนของผู้อ่ืน กะเทาะแก่น
การเป็นผู้น าจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานเป็นทีม
Visioning
・ สร้างวิสัยทัศน์ เส้นทางสู่จุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ของคุณ และ
สร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงจากตัวตนของคุณเอง

หัวขอ้ในหลกัสตูร

Objective

Topics

เหมาะส าหรับ：

❖ คนท่ีก าลังตามหาตัวตนและ
พัฒนาความเป็นผู้น าในแบบของ
ตนเอง

❖ ผู้น าท่ีก าลังตามหาแรงบันดาลใจ
ในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้

対象

❖ 自分自身の軸を持った強いリー
ダーシップを身に着けたい方

❖ リーダーとして目標の達成にコミッ
トしたい方

Date: 7 - 8 Sep, 2019 &
30 Nov - 1 Dec, 2019
Time: 8:30 a.m. - 18:30 p.m.
20,000 バーツ/person

วันที ่8-9 พฤศจกิายน 2562 
เวลา 8:30 น. - 18:30 น.
20,000 บาทต่อท่านมาร่วมพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะของตัวคุณ รวมถึงสร้าง
วิสัยทัศน์ท่ีพร้อมจะพาคุณก้าวไปสู่
จุดหมายอย่างม่ันคง ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน
ความเป็นตัวตน เปิดมุมมองใหม่ๆ จาก
การเรียนรู้แง่มุมอันหลากหลายจาก
ผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นท้ังเพ่ือนและ
แรงบันดาลใจให้กับคุณ

เราเช่ือว่าภาวะผู้น าท่ีแข็งแกร่งและย่ังยืน
เกิดได้จากการหล่อหลอมอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนท่ีแท้จริง และสร้างได้
จากการกล้าท าความเข้าใจแก่นแท้น้ัน

IDENTITY LEADERSHIP WORKSHOP (JP)

Day1 
Understand Yourself（自分を知る）
・ 心理テストや深い自己内省で自分自身を見つめる

Day2
Understand Others（他者を知る）
・ 他者を動かすためのメカニズムを体感し、学ぶ
Visioning（ビジョンを描く）
・ 自身のパッションにマッチしたビジョン・目標を描き、コミッ
トをする

自分自身のスタイルを持ったリー
ダーになるべく自信を成長させてい
きましょう。また同時に自分自身が
自信をもって進んでいきたいと思う
ビジョンを創り出します。
この研修では様々な自分自身を理解
するための鏡のような様々なアク
ティビティを通して自己理解を深め、
他の研修参加者を通して自分自身で
は気付かなかった新しい自分も発見
していきます。
強固で安定したリーダーシップは、
勇気をもって自分自身のことを深く
理解し、自身のアイデンティティを
陶冶することから生まれると信じて
います


