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ネオバイリンガル究極トレーニング

「英語を話したい！」でも、話せるようにならない。
英会話教室にも通った。自宅学習もした。オンライン英会話も、
聞き流すだけもやってみた・・・でも、話せない。
英語ができないことで
後輩にバカにされたくない。
TOEIC５５０点を取りたい。
しかし、いい点数は取れそうもないから
恥ずかしくて試験も受けられない。
英語が話せたらどんなにカッコイイだろう。
英語ざせつ者、初心者のために、教育のプロ、東大家庭教師・吉永賢一さんが、
簡単に英会話を習得できる特殊な英語学習法を開発されました。
１日１５分、１０フレーズを口に出すだけ英語のトレーニング法です。
６ヶ月間（１８０日）だけ！その後は、、、

君！「英語が話せるの！？」と
ビックリされることでしょう。
From: 平秀信
赤坂、東京
Sunday, 5:59 am

以下、吉永さんからのお話をおききください。
注意：平さん、これだけは、しっかり伝えて下さい。
僕の英語教材は「初心者専門」です。
僕のノウハウは、すでに英語のできる人、
ある程度話せる人には必要ないものです。
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そこを、はっきり話しておいてください。
僕は、英語でなんども挫折してきた人や、
話せなくて惨めな思いをしたとか、
海外で恥ずかしい思いをした、
という人たちに、英語ができるようになって欲しいのです。

ネオバイリンガルは、完全に
初心者、または、なんども挫折した人のためのものです。
もう一度言います。
英語を使えるようになり、仕事で恥をかきたくない。
普通に英会話を話せるようになりたい！
という人達に、参加して欲しいです。

東大家庭教師 吉永賢一の英語
究極トレーニング「ネオバイリンガル TM」

英語ができる人間になり、日常的に英語を話せるようになる方法。そのすべてのテクニック、
ノウハウ、知識、そして知恵をすべて叩き込みました。

■

商品名

■

商品内容 ：究極トレーニング セミナーＤＶＤ（2枚組）

：東大家庭教師 吉永賢一の英語究極トレーニング「ネオバイリンガル」製品版（オンライン版付）
究極トレーニング セミナーテキスト
究極トレーニング レッスンＣＤ（2枚組）
究極トレーニング レッスンテキスト
究極トレーニング ポケットテキスト
海外旅行フレーズ集

■

提供形式 ：豪華ボックス入り教材セット＋オンライン版

■

製作者

■

サポート ：24時間メール、電話、予約オンラインで対応

：吉永賢一

１、 割安な製品版（オンライン版付）３４,７００円
オンライン版も、もれなくついてきます。
２、 吉永先生オススメ オンライン版１９,９００円。
※オンライン版とは、冊子、DVD、CDなどの物ではなく、すべてがオンラインで提供されます。
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３、 製品版（オンライン版なし）２９,７００円

お約束
６ヶ月でカリキュラムは終了します。
追加費用は１円もお金はかかりません。
あなたは、手に入れた英語力を生かし、

仕事で成果をあげる。
子供に英語を教える。
海外旅行を家族で楽しむ。
など、好きなことをして人生を楽しくして欲しいと願っています。

無料お試し、返金保障付
使ってみないと信じられない。
その通りだと思います。
私を信じろ！といっても、会ったこともないのに
無理な話だと思います。
私だって同じようなことを言われても
そう簡単には信じません。

なので、今回は１ヶ月間無料で試してみて欲しいのです。
今までの巷の教材のように難しくありませんので、
続けることができます。
１ヶ月間試してもらったら、確実に成果が出ます。
毎朝、その日トレーニングする教材をおとどける
システムになっていますので、出先で、あ、教材を忘れた！
家で、どこかにしまい忘れた！
などのことがあっても、問題はありません。
あなたは、パソコンの前に座るか、
スマホをベットの中で開くか、
毎朝６時に届くメールを待っていてください。
さらに、デイリーインストラクションという、
あなたを手取り足取り、英語のできる世界に連れて行く、
まったく新しい方法を導入しています。
これもほかの英会話学校や、英語教材ではない
全く新しい教育システムです。
デイリーインストラクションは毎朝６時にお届けします。

「英語ができないのは、継続できないから」
という、英語勉強法では、はじめてその弱点を攻略しました。

私、平からもう一つ話をさせてください。
英語は必要ない、だけど話せたらカッコイイ！
はっきり言って、英語は日常必要ありません。
https://www.neobilingual.com/todai/campaign/
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まったく使わない。といってもいいかもしれません。
特に田舎では英語を使う機会はないでしょう。
しかし海外の観光客は激増しています。
東京でも、タクシーの運転手さんが、会社主導で
「聞き流すだけ・・・タクシー編」を使って強制的に
学習をさせられているそうです。
運転手さんいわく、

「英語はまったく必要ないね。ほぼ９９％行き先を書いた
紙を渡されるから！笑」と言います。
英語が必要なのは、外資系の会社、
楽天、ユニクロ、商社、英語学校、秋葉原や新宿のお店
などあるともいますが、
英語が必要な会社は、東京に存在する会社の２％ほどと言われています。

では、なぜ日本人の成人の８０％以上の人が
英語をマスターしたいと思うのでしょうか？
それは、
英語が話せたらかっこいい！
というイメージがあるからです。
そうです、

英語は話せたら、カッコイイのです。
正直な話、男性の多くは、カッコつけるために英語をマスターしたいんです。
女性の場合はそうではなく、現実的な理由からです。

・ キャリアアップしたい。
・ 海外旅行に一人で行く時不安。
・ 海外に短期留学をしたい。
・ 英語を話せるようになって転職したい。
など、かなり真剣に学ぼうとしています。
素晴らしい動機ばかりです。

英語ができないと、惨めな思いをします。
はっきり言って落ち込みます。
イギリスで、レストランの会計の時、

お会計おねがいします。
Can I have the bill.

と言ったのに、ビールが出てきて、お腹いっぱいで
飲めないのに無理をして飲みました。
泣きたくなりました。

ドイツでマクドナルドに行き、コーヒーと、チーズバーガーを注文
したら、「コーラとポテトが出てきました」
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これは注文と違います。変えてください！
と、怒って言いましたが、店員の女性はムシ。
なにも言い返せず、友人と二人で下を向いてポテトを食べました。

惨めでした。
英語ができないと、損をしたり、恥をかいたり、屈辱感を味わったり・・・
本当に情けないです。

英語が少しでも話せたら、なにがいいのか？
ズバリ、カッコイイです！
仕事で英語を使う人以外は、
英語を使う時間は一生で数時間もないかもしれません。
しかし、信号待ちで外人さんと会い、

どちらからいらしたのですか？
Where are you from?

エレベーターで乗り合わせた外国人に、

今日は蒸し暑いですね！
日本はあなたの国と比べて暑くないですか？
It’humid today.
Compared with your country , don't you think
Jpapan is hot?

などと話せば、周りの人に「わーこの人英語上手！」
と、思われます。
最高にかっこいい瞬間です。
ところで、私は英語が少しだけ話せます。

・ 彼のお父さんが、もう長くないことを知っています。
I know his father won’t live long.

・ 彼の会社は、大きな利益をあげたようだぞ。
It seems his farm made a fortune.

・ 来月休暇をとってもいいですか？
May I have a holiday next month?

という程度の英語です。
昔はまったく話せませんでした。
２７歳くらいから英語を学んでいるのですが、
どうしても英語ができる感覚になりませんでした。
・ 小さな英会話学校
https://www.neobilingual.com/todai/campaign/
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・ ノバなどのフランチャイズ
・ 個別の発音塾
・ 外国人のマンツーマンレッスン
・ ニューヨーク語学留学
・ セブ語学留学
・ マレーシアで家庭教師
様々な勉強をしましたが、ものになりません。
およそ1300 万円ほどを英語につぎ込みました。
しかし、話せるようになりません。
その後発音トレーニングの小池真由美先生に出会い、
発音指導をしていただきました。それで、
以下のビデオのように、３分ほど決められたスピーチ
をできるまでになりました。

平秀信の英語

ビデオが見れない場合はこちらをクリック

しかし、日常的に会話ができる風にはなりません。
私の勉強不足だと思っています。
で、もっと英語がうまくなりたいと思って、
自己流で続けていきました。
「平さん、オーストラリアでスタンドコメディアンやりましょう」
ということで、仙人さん（メンター）に課題をいただき、
以下のような練習もしています

Why I'd Hate To Be Asian - Ra...

ビデオが見れない場合はこちらをクリック
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平さん、英語など必要ないです。
今、ビジネスで儲かっていて、英語なんて使
っていないし、時間のムダですよ！
と、よく言われます。
その通りかもしれません。
しかし、英語を学ぶことは楽しいです。
私の経験上以下の成果を得ることができています。

・ 子供達が英語堪能になり、英語を使ったビジネスをしている。
・ 海外のレストラン予約に困らない。世界一予約の取れないレストラン
の予約が簡単に取れた。
・ 留学で知り合った韓国人のwonとFB上で英語でやりとりをしている。
・ 英語サイトを検索し有益な情報を得、毎年１億円以上売り上げている。
・ 外国人が困っていると助けてあげられる。
・ AIRBnB で毎月３０万円収入が上がる。・・・・・などなど・・・
今までは英語のできる人を見ると嫉妬して、そっと逃げたり、
なんとなく弱気になっていましたが、
少しだけ英語ができるようになっただけで、
積極的に話ができ、外国に言っても気楽に道を尋ねることができます。

英語を学ぶには一朝一夕ではいきません
英語で挫折する理由
英語で挫折する理由はたくさんあると思います。
私の経験上、英語を学ぶ時、挫折する理由をお話しします。

１、フレーズを暗記する。
私は映画が好きなので、英語でかっこいいフレーズを聞くと
おお！とか感動します。
そうか！英語はフレーズを覚えてそれを話せばいいのか！
と、と考えフレーズ暗記をやりましたが、
そもそも記憶力のよくない私は、まったく暗記できません。
また、仮に暗記できたとしても、
そのフレーズを使う場面は生涯に１、２度現れるかどうかです。
例えばこんなやつです。

私の好みじゃない。
It’not my cup of tea.

なんで好みじゃないに、cup of tea なの？
これでは１００％記憶できないです。
こんなやつも！
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いい方向に考えてよ
Look on the bright side.

なんでいい方向で、look とか braight なのかな？！
という感じで受け入れられないので、まず使えません。つまり、

気の利いたかっこいい「ネイティブのフレーズ」は
使う機会がないので、覚えられないのです。
逆に必ず使うのが、基礎英語、中学英語です。
そして、最も重要なのが、英語の形を知ることです。
日本語には形がありません。（言い切ってはいけませんが）

「私、あれが欲しいけど、好きだし、納豆？昨日も食べたけど
おいしいよね！」
とか言われても、なんとなく理解できます。
しかし、英語は決められた形があるので、そこにビシッと
はまっていないと理解できないのです。
I eat 〜
I like to 〜
とか、
Aer you 〜
Is there〜
とかです。

平さんバカじゃないですか？
そんなの誰でも知っていますよ！
と言われそうですが、その通りなんです。
誰でも知っています。
そこが大問題なのです。

外国人の方も、日本人と話をする時、
普通使う会話は、ほぼ９割、私たちが中学で学んだ言葉で話しているんです。
間違っても、

遊ぼうよ！
Let’s hang out!

とか、

私たちは長い付き合いです！
We go way back.

など使わないです。

使わないフレーズを学んでいても意味がないということです。
次は、外国人の話が、聞き取れない。という話です。
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聞き取れないと話になりません。
これは厳しい現実です。
相手がなんて言っているのか理解できなければ、
会話が成り立ちません。
自分が何をいうか、これが大切なのですが、
相手が何を話しているのか？
を理解できないとまずいのです。

どうすれば聞き取れるようになるのか？
これはズバリ、基礎構文を知っているかどうかなんです。

私は以前バンドで演奏していました。
I used to play in a band.

読めばわかると思いますが、
used to〜が、以前は⚪⚪でしたという、
構文であることを知っていないと聞き取れないのです。
実際に外国人は、こんな感じで話します。
アーイ ユース トｳ プレイｲンナバンドｳ
アイ ユウスド トウ プレイ イン ア バンド
とは、言ってくれないのです。
なので、

私は起きます
I get up.

猫はネズミを捕まえる
A cat catches a rat.

などの初歩の初歩、基礎の基礎を徹底的に
頭に入れ、その状態を見たり行ったりした時、
自然に英語が出てくるようにしなければならないのです。
これをイメージ記憶法と言います。
そのほかにも英語をマスターできない理由は
たくさんあると思いますが、それは置いておき、

では、
どうしたら英語が話せるようになるか？
なのですが、完璧なメカニズムを吉永先生が開発されました。
話が長くなるのでむずかしい理論は、
はぶきます。かんたんに言うと以下の通りです。

・多くの人が英語が話せないのは２つの理由がある
① 中途半端な教材を販売している「業者」が悪い
② 大企業エリート社員の勉強法で学習している

・吉永先生のメソッドは簡単である法則に従った超簡単なフレーズを１５分つぶやくだけ
・ポイントは３つある
https://www.neobilingual.com/todai/campaign/
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①「大きな声」で「ゆっくり話す」
②「２語文」（２ワードの文章）と「助詞抜き日本語」で英語を英語のまま理解する
③脳の仕組みを活用した長期記憶メカニズムを使う

・１週間のモデル学習プラン（１日１５分）
月：レッスンテキストをざっと読む。
火：レッスンテキストの単語を覚える。
水：レッスンテキストを集中して練習する。
木：あなたオリジナル例文を書く。
金：テキスト例文とあなたオリジナル例文を録音して提出。
土：休み
日：休み

・上記を行うと６ヶ月（１８０日）で普通に英語が話せるようになる。
ということのようです。
このメソッドで勉強していて質問があったらメール、
電話で受け付けるし、３０日間返金保証も付けるとのことです。
またさらに、

特典１：オンライン英会話１ヶ月無料
特典２：苦手なポイントを押さえた予習音声「デイリーインストラクション」が毎朝届く
特典３：無料サポートメール
特典４：海外旅行で使える「実践フレーズ集」プレゼント
特典５：バイリンガルスタッフ月１スカイプ相談会
特典６：英単語２０００記憶法（一括払いの人だけ）
が付きます。とてもお買い得の教材です。

東大家庭教師 吉永賢一の「ネオバイリンガル」を
実践した英語関係者の言葉
「英語を語順通りに理解する良いトレーニングです」

今回、私がこの『東大家庭教師 吉永賢一のネオバイリンガル』
を使って感じたことは「英語を英語のまま
理解することができる」ということでした。
私は塾を経営しているのですが、この感覚を中学生や
高校生に身につけてもらえば、センター試験などの
英語試験対策にも効果があると実感しました。
その理由は、

・「顔を洗う」などの日常生活から例文が作られているので、
ストレスなく覚えることができる。しかも簡単な文章なので初心者に最適。
・英語と日本語は文法構造上の違いが大きいのですが、
英語を文頭から順に理解する事に焦点を絞って作られているので、
日本人ネイティブがつまずきやすい点をクリアできる。
・しかも右脳の長期記憶領域にインプットされるので、
科学的にも「忘れにくい」と立証されています。
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これは英語学習者にとってありがたい点だと思います。
職業上、これまで色々な英会話教材を見てきましたが、
ここまで短期間でしかも確実に覚えられる教材を見つけるのは難しいと思います。

冨永 賢宏 氏
総合進学塾慶応スクール塾長、(株)冨永教育経営研究所 代表取締役。
全国最強学習塾協会代表
関西学院大学経済学部卒。昭和 62 年熊本市に慶応スクールを開業。
短期間で驚異的に成績を上げる特殊な教材『合格への道』
『サクセスロード』（特許出願中。出願番号 260256 号）を開発。
短期間に驚異的な学力を実現し、奇跡的な合格実績を多数実現する。
『誰もが 2 ヶ月で偏差値を 6 上げる！学習革命』エル書房

「あなたを 24 時間サポートします」
今まで英語で苦労された方でもこの教材を使えば
確実に英語が話せるようになります。
本屋や web で見かける英語教材は「短期間でペラペラ」などの
甘い言葉であなたを騙そうとするものがほとんどです。
外国語大学卒、TOEIC960 点、海外営業マン経験者の私から見れば
どれも「この教材では英語が話せるようにならないな」と
常に思っていました。
初めて吉永先生の教材を見かけた時も
「他の教材と一緒じゃないかな」と疑っていましたが、実際は違いました。
今では「この教材なら初心者でも話せるようになる」と感じています。
・ゆっくり話す
・大きな声で話す
この 2 つだけでもあなたの英語に劇的な変化が起こります。
英語で不便な思いや、辛い経験をされた
1 人でも多くの人にこの教材を使って欲しい。
そのお手伝いをする為に私があなたのサポートを 24 時間させて頂きます。

tsukasa adachi

ビデオが見れない場合はこちらをクリック

サポート事務局 安達司

「東大家庭教師 吉永賢一のネオバイリンガル」を試した後
自己紹介している人達
https://www.neobilingual.com/todai/campaign/
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mai tsuneoka

ビデオが見れない場合はこちらをクリック

恒岡 舞さん デザイン会社勤務 ２３歳

Atsushi Nagata

ビデオが見れない場合はこちらをクリック

長田 敦史さん パーソナルトレーナー ２７歳

Mari Hyuga

ビデオが見れない場合はこちらをクリック

まりさん

「あなたの参加を心待ちにしています！」
英語究極トレーニング「ネオバイリンガル TM」開発者・吉永賢一
IQ200、偏差値 100、MENSA 会員
1971 年生まれ、東京大学医学部家庭教師研究会代表。
2 才で父親から計算を教わり、小学生の時に藤田田、
トニーブザンベン・スイートランド、デールカーネギー
各氏の書籍に感銘を受ける。
91 年東京大学理科Ⅲ類（医学部）入学。
学費捻出のため家庭教師を行ううち、教えることを天職と
思い定め、2005 年に医師になることを断念、同大学医学部退学。

教師としては 20 年の指導歴を持ち、過去に指導した生徒は 1,000 人を超える。
「将来必ず役に立つ基礎知識を教える」をモットーとし、懇切丁寧な指導により
短期間に偏差値が 50 台から 70 台に上がるなど劇的な変化をみせる生徒も多く、
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生徒および保護者から絶大な信頼を寄せられている。
著書に、東大家庭教師が教える頭が良くなる勉強法、
東大宛異境師が教える頭が良くなる記憶法、
東大家庭教師の結果が出るノート術、など多数。
また、2015 年 6 月、全人類人口上位 2％の IQ(知能指数)を持つ人に与えられる
MENSA(メンサ)資格を取得。

東大家庭教師 吉永賢一の英語究極トレーニング「ネオバイリンガル」
を先行して試している人たちの声

「まさか自分が英語を聞き取って、話せるなんて！」と驚きました

神奈川県 鈴木 玄（41 才）
今まで数多くの教材を試してきました。
英語日記、発音教材、やり直し英語…。
簡単な英文を読むのは問題ないのですが
実際に口に出して話すとなると、まるでダメでした。
今年こそは少しでも英語を話せるようになりたい！
と思い、本屋で良さそうなテキストを見つけては買い
「今年こそは！」とチャレンジするのですが結局、最後までやり切れずのくり返し…。
例文付きの単語帳を何度かやったりもしました。
自分ではしっかりやったつもりなのですが

いざ口に出して話そうとすると言葉が出てこない…
そんな失敗を繰り返していました。
それでも、やっぱり英語を話せるようになりたい気持ちは消えません。
数ヶ月前に以前の職場で一緒だった仲間と久しぶりに会って
お酒を飲む機会がありました。
アイリッシュバーで友人と 2 人で最近の出来事なんかを話していた時
たまたま近くで飲んでいた白人グループに友人が英語で話しかけて
会話しはじめたのです！
私はビックリしました…
以前の彼は、私と同じで英語はどちらかというと苦手だったはず…
「いつから話せるようになったの？」と驚く私に
彼はこっそりと秘密を教えてくれたのです。
そして、彼の英語上達の秘密がこの教材だということが判りました。
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彼が言うには、とにかく教材の指示通りに例文をつぶやくだけ。
「つぶやくだけで本当にこんなに上手くなるのかな…」
と正直、半信半疑な気持ちもありましたが
実際、目の前で英語がどちらかというと苦手だったはずの
友人が話したばかり…
「彼にも出来たんだから、僕でもできるんじゃないかな」と思いました。
そして友人に教えて貰った、この教材を使って勉強しはじめました。
教材にそって簡単な英文をつぶやくだけで
よかったので私でも何とか続けられました。
つぶやき続けていると自然と英文が口から出てくるようになりました。
「まさか自分が英語を聞き取って、話せるようになるなんて！」と驚きました。

「習った英語をすぐ使える場があるので、助かっています！」

福井県 森谷 均 （38 才）
英語は単語も覚えにくいし、文法とか発音とかも難しいし
とにかく「何から手をつけたらいいか分からない」状態でした。
後輩からこの英語教材を勧められて「本当に話せるようになるんかぁ〜？」
って思いつつ、この子が帰国子女だったので勧められるままに参加しました。
まず「つぶやくだけでいい」って所が良かったです。
難しいことは避けたかったので、通勤中の車の中とか、
あと昼ごはんの時に僕がつぶやいているのを同僚が見て
「何してるんですか？」って聞かれたりしました。
聞き取る時も何となく言っていることが分かるようになっていました。
驚いたのが、自分が単語を覚えている！という事でした。
今まであんなにやって覚えられなかったのに、つぶやいているうちに
「すー」っと入ってきて、気付いた時に出している感じでした。
今までこんな経験をしたことがなかったので、正直今でも信じられません。
あとは普段あんまり外国の人と話す機会がないので
オンラインでいつでも英会話ができるのは嬉しかったです。
「先生が微妙かな〜」なんてはじめる前は思ってたけど
ちゃんと僕の名前も覚えてくれたり、間違えてる発音とかも直してくれました。
海外の人と一緒に働くことも時々あるので、
次は英語でしっかりコミュニケーションできるのが楽しみです。

「丸暗記なしで英語が自然と出てくるようになりました！」
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沖縄県 喜納 妙子（36 才）
今まで英語を話す時はジェスチャーか周りを頼ってばかりで
ちゃんと英語を勉強する機会は中学校以来ほとんどありません。
なので、私の英語は中学生レベルでストップしています。
土地柄もあり、外国人も多いのと、お仕事でもこれから必要になってくると感じていて
「少しでもお話しできるくらいになりたいな〜」と思っていたタイミングで
この教材と出会いました。
海外旅行とかで困らない日常レベルの英語を身につけてみたかったので
初心者向けの内容が良かったです。
朝の支度をしながら習った英文をつぶやいたり、レッスン以外でも簡単に練習できるので
初心者レベルの私でも 3 日目ぐらいから英語に慣れることができました。
今までリスニングしてる時はいったん日本語に訳して意味を考えていたので
相手の話をなんとなく理解するのにとても時間がかかっていました。
でも、この教材を使っているうちに自然と英語が入ってきて、
喋る時も英語が頭に思い浮かび、自然に出てくる様に感じます。
ちなみに丸暗記とか、しんどい作業は全く感じません。
オンラインで外国人の先生たちと会話できるのも助かっています。
忙しい時も多く、好きな時間に予約ができてしっかり教えてもらえます。
これまではジェスチャーや周りを頼るばっかりだった私が
自然に英語を話していて周囲の人も少しビックリしています。

・良くある質問
Q: 「ネオバイリンガル」を実践すれば、英会話ができるようになりますか？
A:ネイティブ並みにはなりません。
ここで言う「ネイティブ並み」とは話す・聞く・読む・書くの
4 技能をすべて完璧にこなせるレベルです。
彼らと同じレベルになるには、英文法、英単語、英熟語
などを覚え、シャドーイング、ライティング、デクテーションなどを
毎日のように勉強しなければなりません。
バイリンガルでもネイティブ並みに英語を運用できるのは
せいぜい 100 人に 1 人ぐらいです。
日々の訓練をしっかりするしか道はないんです。
英会話マスターには近道はありません。
Q： 今まで何度も英語で挫折しましたが、難しくないですか？
A：いいえ、難しくありません。
ビギナーのために作ってありますので
「こんなの私には無理！」と感じることはありません。
今までのように難しい問題をこなすのではなく
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誰でもできる簡単なレッスンを継続するようにして下さい。
英語に触れる機会が減ると、だんだん勉強をストップしてしまいます。
これが多くの人が英語を諦めてしまう原因です。

Q: 英語の必要性を感じません。それでも勉強した方がいいですか？
A：はい、した方がいいです。
もし英語を勉強しなくても何も変わりません。今までの日常生活が続くだけです。
これまでのように普通に過ごす限りは
英語はそこまで必要ないと思います。
ですけど、海外旅行や仕事で急に必要となった時には、困ると思います。
「あの時、バイリンガル脳を作っておけば・・・！」と後悔するでしょう。
いざという時にあなたが不自由な思いをするかもしれません。
なので今のうちからはじめることをお勧めします。

Q： 本当に英語が苦手なのですが、こんな私でも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
もし英語を勉強しなくても何も変わりません。今までの日常生活が続くだけです。
「これから英語をはじめたい」
「何度も挫折したけど、もう一度だけやり直したい」
といった初心者の方に向けて作られていますので安心して下さい。
「ABC」が読めないという場合でない限り無事にプログラムを終えることができます。

Q： 定年退職を迎えるくらいの年齢なのですが、遅すぎないですか？
いいえ、英語をスタートさせるのに年齢は関係ありません。
この教材は大人向けに作られています。
ステップバイステップで正しく練習してもらえれば
誰でも 180 日で英語が話せるようになります。

Q： TOEIC の勉強をしていますが、どれくらいのレベルですか？
TOEIC スコアでは 450 点に相当します。
「看板を見てどんな店か、どういったサービスをしているか理解できる」レベルです。
英検では 3 級〜準 2 級レベルくらいです。

Q： パソコンが不慣れなのですが、大丈夫ですか？
メールに今回のプログラムを受けるにあたっての
操作方法、学生 ID、注意点などが書かれています。
なお、平日（月曜〜金曜日）の 10 時から 5 時までの間にお電話をいただけましたら
担当の者がご対応させていただきます。
お困りの際には、お電話でお話をしながら操作していただけるよう
サポートをさせていただきます。

Q： 退会したいときはどうすればいいですか？
まずはサポート事務局の方へ退会希望の連絡をして下さい。
折り返しあなたへ退会手続きをご連絡します。
分割支払いの方は退会完了の翌月より課金がキャンセルされます。
〒1070051 東京都港区赤坂1217 AKASAKA KTOWER 2709号室 MAIL：support@neobilingual.com
テキスト版をご購入された方は、すべての教材・ＣＤ類を
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下記送付先まで返送してください。
※手数料はご負担願います
〒3520017 埼玉県新座市菅沢21141 ㈱学研ロジスティクス 新座センター エル書房担当
サポート事務局でご返送の確認が取れ次第分割支払いの場合は
退会完了の翌月より課金がキャンセルされます。
テキスト版・ウェブダウンロード版ともに一括支払いを選択された方への
返金保証はお付けしておりません。

Q： 他にこの教材で勉強して得をすることはありますか？
単純に海外文化は楽しい
感情表現が豊かでストレートなので、日本人とはまた違った感情を味わえます。
しかも外国人と付き合っているだけで友達から尊敬されます。
国内旅行気分で海外に行ける
「しゃべれない」という理由だけで諦めることはもうありません。
英語圏以外の人も英語を話す人が多いので、あなたは好きな国どこに行っても
言葉で不便な思いをすることはありません。
「海外留学」この選択肢が加わる
留学をすれば英語だけでなく、あなたが勉強したいスキルも同時に身につきます。
さらに滞在先で出会った人たちはあなたの一生の友人になります。
年収が最低２００万円上がる
話せる人と話せない人には最低 200 万円の差が生まれると言われています。
ビジネスでもグローバル化が進んでいるので、この年収格差はさらに大きくなるでしょう。
転職市場で自動的にアドバンテージをもらえる
特に突出したスキル・知識がなくても、なぜか良い条件の会社に潜り込む人がいます。
彼らは例外なく英語がしゃべれます。何年をかけて培った専門知識よりも
たった 180 日で習得した「英語スキル」が勝ってしまう事があるのです。
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