
為企業量身打造
策略職能的訓練專家

改變。

創新·實踐

創新未來學校
 INNOVATOR SCHOOL



訓練歷史
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創新未來教室

「創新未來學校」於 2005 年成立、致力於培育「國際化創新型專業人才」，

運用「專業方法論×深度學習法」的成功方程式，培育具備全球視野、創新能

力的專業人才，協助企業推動「商業模式創新」、「品牌行銷創新」、「產品

創新」、「服務創新」、「流程創新」...等企業變革任務；同時也幫助社會培養

質量兼具的創新人才，以順利推動「社會創新」變革任務。

服務特色
『創新未來學校』採用「美國國家訓練實驗室」實證教學成效卓著的「學習金

字塔理論」教學法，上課除了理論與實務方法的授課解說外，也結合團隊討論

、顧問指導、個案實作上課方式，目的是要達到「深度學習、深度思考、深度

實作」的學習成效，以達成培育具備國際視野、獨立思考、問題解決能力的國

際化創新人才的教育目標。

培育超過8000位

專業人士
代理NPDP代理PMP獨家代理CIM獨家代理WBSA
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培養獨立思考、問題解決能力的創新人才

致力於培育「國際化創新型專業人才」的專業學校



美國國家訓練實驗室
實證的有效教學方法

教學方法
由課程研發專家與資深教學顧問組成教學研發團隊，採取「美國國家訓練實驗

室」實證成效卓越的「學習金字塔」教學法，根據國際專業方法論的知識體系

，採取結合團隊討論、顧問指導、動手實作的教學方法，設計「理論與實務整

合」、「個案實作驗證學習成果」、「建立自主學習習慣」為特色的專業訓練

課程，以達成90%以上學習保留率之教學目標，除幫助學員順利通過國際證照

考試外，也能實際應用來解決工作難題，以實現學員轉職、升遷、加薪、成功

創業的夢想。
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改變。 
用戰略創新走在最前面

動手實作、顧問指導、深度學習



企業服務口碑
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Designed form Freepik

諾基亞(股)

2007

富邦商銀 | 中國信託 | 中華電信(股) 

捌零捌陸(股) | 德蒙資訊(股)

2009
2010

中國信託 | 美商安麗

凌華科技(股) | 中華電信(股) 

中租迪和(股) | 巨大(捷安特)

富邦商銀 | 中華電信(股) 

2008

小林眼鏡(股) | 台灣三星電子集團

2011
研華科技(股)｜龍騰文化(股) 

雅虎奇摩(股) 

2012

崇越科技(股) | 台新銀行(股) | 雅虎奇摩(股)

三陽工業(股) | 溫世仁文教基金會

2013
全家便利商店｜三陽工業(股)｜巨思文化

英業達科技(股)｜BENQ明碁科技(股)

不二家製果｜TWSE 臺灣證券交易所

誠芳食品企業｜振芳食品企業

2014
全家便利商店 | 台新銀行(股)

TWSE 臺灣證券交易所

2015
全家便利商店 | 聯發科技(股) | 三陽工業(股)

財團法人中衛發展中心 | 網銀國際(股)

康和證券集團 | 金融研訓院 | 中強光電(股)

2016
全家便利商店 | 財團法人中衛發展中心

技嘉科技(股) | 志邦企業(股) | 華陀扶元堂(股)

德麥食品(股) | 中強光電(股) | 正平整合行銷(股)

臺北醫學大學 | 台灣微軟科技(股)

2017
全家便利商店 | 志邦企業(股)

扶輪社扶青團 | 美商如新集團

行政院能源局(台灣經濟研究院)

2018



訓練課程 

訓練領域 訓練類型 課程名稱 時數
適合對象

學習效益
高階主管 中階主管 專業人員

行銷管理
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訓練課程 

訓練領域 訓練類型 課程名稱 時數
適合對象

學習效益
高階主管 中階主管 專業人員

營運管理
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訓練領域 訓練類型 課程名稱 時數
適合對象

學習效益
高階主管 中階主管 專業人員

產品管理

���� NPDP�����	��� 40 ● ● ●
	�������������
����
��������������
����������	
����������������������
�/��������	

Workshop

�������	� 14 ● ●
����
���	����������	��������������
�������������������������
�����	��
�����

������ 14 ● ●
����
���	����������	��������������
�������������������������
�����	��
�����

������ 14 ● �	
��������/��/��/��/����������
����	
�������

�� ������ 3 ● ● ���������
�	�������
��������������
����
	������������

訓練領域 訓練類型 課程名稱 時數
適合對象

學習效益
高階主管 中階主管 專業人員

專案管理
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