
第19期 :

戦略スタッフ研究フォーラム
メンバー募集

■グローバル競争に勝ち残る戦略考察と新たなる成長へのロードマップの研究■
戦略のプロフェッショナルをめざす実務家の知見交流と相互啓発の場

戦略スタッフ研究フォーラムとは：
　21世紀の企業経営の中枢を担う熟練・中堅・初心 各層の戦略スタッフが一堂に会し、5年後・10年後の企業ビジョ
ンを念頭におき、戦略的視点と問題意識を「悩み共有の精神」をもって実践・実務レベルで徹底的に討議・検討し、
課題解決と実践方策の実現への寄与を第一義とした相互研鑽・相互啓発を推進する場です。

▶ 全12回例会（全体会＆分科会）で知的・人的交流を推進 ◀

一般社団法人

Business Research Institute Since 1948

第1回例会：4月25日（水）13:00～18:30　会場：表参道「アイビーホール」
※本例会は正式入会をご検討中の方の「体験参加」が可能です。詳細は申し込みページをご参照下さい。

全体会：13:00 ～14:50　『成熟産業の再建と新しい成長』
　　　　　　　　　　　　　　　　【キーワード】

・企業再建のセオリー　　　　　　・ケンウッドと日本ビクターの経営統合 
・ケンウッドにおける企業再建　　・日本の産業の復活に向けて

　　　　　　

ゲスト：株式会社 JVCケンウッド　代表取締役会長　河 原　春 郎 氏
オリエンテーション＆交流会：15:00 ～18:30

第2回例会：5月25日（金）13:30～／26日（土）11:30　会場： 静岡県三島 「東レ総合研修センター」

交流シートを活用して「異業種企業」の経営戦略部門の組織・体制・機能・役割、ミッション、重点課題などのライ
ブケース交流と全体会を開催します。　※詳細スケジュールは別途ご案内致します。

第3回例会：6月13日（水）13:00～17:00　会場：表参道「NHK青山荘」

全体会：『グローバル時代の企業変革－経営品質活動を通じて』（仮題）

ゲスト：シスコシステムズ合同会社　代表執行役員社長　平 井　康 文 氏

第4回例会：7月18日（水）13:00～17:00　会場：表参道「アイビーホール」

全体会：『セイコーエプソンにおける設備投資決定・評価プロセスの改革について』
ゲスト：セイコーエプソン株式会社　経営戦略本部 経営管理部 部長　小 口　智 生 氏

第5回例会：8月29日（水）13:00～17:00　会場：表参道「アイビーホール」

全体会：『パナソニック㈱におけるグローバル成長とＭ＆Ａ』（仮題）
　　　　　～インド：アンカー社のＭ＆Ａと成長戦略～
　　　　　　　　  ゲスト：【人選中】

　シスコシステムズ合同会社の代表執行役員社長を務め、日本市場向けの事業全般を統括。2008年にシスコに入社。現
職に就く以前は副社長としてエンタープライズ事業ならびにパプリック・セクター事業を統括。シスコ入社以前は、マ
イクロソフト日本法人で執行役専務として大手法人事業部門を指揮。さらに、日本アイ・ビー・エム株式会社で 20年に
わたって営業部門管理職を歴任し、経営企画、通信産業事業、ソフトウェア事業等に携わる。日本アイ・ビー・エム株
式会社に在籍中に、IBM コーポレーション（米国ニューヨーク州）への海外アサインメントも 経験。経営品質協議会 幹事、
早稲田大学ヒューマンリソース研究所 招聘研究員、経済同友会会員としても活動。九州大学 理学部数学科卒業。

　1996年株式会社東芝 取締役 総合企画部長 委嘱。1997年同社 常務取締役。2000年同社 顧問。2002年株式会社ケンウッ
ド 代表取締役社長 兼 執行役員CEO。2007年同社 代表取締役会長。2008年当社 代表取締役会長 兼 執行役員・最高経営
責任者（CEO）、日本ビクター株式会社　代表取締役。2009年当社 代表取締役会長 兼 社長 兼 執行役員最高経営責任者

（CEO）。2011年当社 代表取締役会長 兼 執行役員統合経営責任者、合併準備委員会議長。2011年当社 代表取締役会長 
兼 執行役員統合経営責任者。
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■後半期の開催日程■　
第8回 第9回 第10回 （2013年） 第11回 第12回

11月中旬（金）～（土） 12月12日（水）忘年会 1月16日（水） 2月13日（水） 3月13日（水）
※11月：企業訪問（工場・施設見学）合宿研究会を実施の為、開催時間は変則となります。

フォーラムの活動方法
・通常例会は原則として「全体会」と「分科会」の2部構成で活動します。
・春季：（5月）交流合宿、秋季：（11月）企業見学・合宿研究会を開催します。

全体会　13:00 ～ 14:40 （原則）

第6回例会：9月19日（水）13:00～17:00　会場：表参道「アイビーホール」

全体会：『企画テーマ例会』（予定）
　全体・分科会の進行状況を踏まえ、メンバーからのリクエスト・ご発案などを基軸に、タイムリーなテーマを選定
しての全体会進行を予定します。企画内容により全体会と分科会の進行順序が入れ替わる場合もあります。

第7回例会：10月17日（水）13:00～17:00　会場：表参道「アイビーホール」

全体会：【前半期分科会総括：テーマ  シェアリング例会】
　各分科会において発表された特徴的な企業ケース・新しい考え方などをフォーラムメンバー全体で共有します。

招聘ゲストの講義から戦略スタッフが押さえておくべきマクロ情報、新しい経営手法、先進企業ケースなどを把握します。 
講演会スタイルではなく、質疑応答・デスカッション、ミニ演習などを通じてゲスト＆メンバーとの双方向対話・コミュンケー
ションを重視して展開しています。

≪全体会  風景≫

参考：第18期（2011年4月～2012年3月）活動実績

≪全体会での
ミニ演習  風景≫

◆ 全 体 会　～テーマ＆ゲスト～　　※所属・役職は当時

４ 月 『現下の世界情勢をどう読むか』：三菱商事㈱ 執行役員 コーポレート担当役員補佐 藤山　知彦 氏
5 月 『長期経営戦略とPDCA』：㈱ リコー プリンタ事業本部 事業戦略センター長 村上　清治 氏
6 月 『地域密着マーケティングとグローバル経営体制の構築』：サムスンSDI㈱ 経営戦略部門 Vice President 佐藤　　登 氏
7 月 『IFRS導入に向けて企業が取り組むポイントと留意点』：富士通㈱ 財務経理本部 IFRS推進室 室長 湯浅　一生 氏
8 月 『ナビタイムの世界戦略とビジネスモデル』：㈱ナビタイムジャパン 代表取締役社長 大西　啓介 氏
9 月 『経営理念・クレド、行動指針と全社への浸透・実践策』：飯塚　義昭 氏（ザ・リッツ・カールトン・大阪　前社長）

10月 『前半期分科会  テーマ・シェアリング例会』前半期総括

11月 『㈱神戸製鋼所  真岡製造所  アルミ製造ライン見学』
『Ｍ＆Ａにおけるプロセスと経営企画スタッフとしての留意点』：明治ホールディングス㈱ 経営企画部長 古田　　純 氏

12月 『うれしいを心から実現したい経営の推進による理念・ビジョン創出・共感とその実践』：㈱価値共創 代表取締役 伊藤　武志 氏
1 月 『企業改革とリーダーシップ』：ＤＯＷＡホールディングス㈱ 相談役 吉川　廣和 氏

2 月 『コネクト＋デベロップ（C＋D)：P&Gにおけるオープンイノベーション）：
P&Gイノベーション合同会社 コネクトアンドデベロップマネージャー J.ラーダーキリシャナン、ナーヤ 氏（工学博士）

3 月 『後半期分科会  テーマ・シェアリング例会』＆ 第18期　総括

≪全体会テーマ例示≫
～主に研究者・専門家の講義と討議～

□経営企画部門が直面する世界経済の課題
□これからのグローバル事業環境変化の予測と対応
□新興国におけるマーケッティング・モノづくり戦略
□人口減少社会の変化と企業の社会的使命 など

～主に企業実務家よりの発表・ケーススタディを予定～
□新しい経営管理方策・業務改革推進のあり方
□グローバル事業の成長方策と本社機能のあり方
□新事業創造の仕組み・ビジネスモデル開発の視点
□技術開発を基軸とした経営イノベーション など
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分科会　14:50 ～ 17：00（原則）
　前半期では主に分科会テーマに基づくケース・意見交換、後半期ではケースを踏
まえ、各社共通の問題点の抽出、知見・経験を持ち寄り、課題解決へ向けてのステッ
プアップした討議を進めています。

※「固定メンバーで『ここだけの話・・・』的な本音の議論ができるのが分科会
の魅力」との評価も頂いております。

≪分科会≫　

前　半　期 後　半　期
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第 19期分科会編成とキーワード例示

A：グローバル経営と管理　
・ヒト、モノ、カネ、情報のマネジメント　　　・グローバル本社と現地の責任・権限配置
・グローバル人材育成　　・グローバルリスク管理 など

B：成長戦略と事業ポートフォリオ変革　　
・国内事業の再編・成長　　・新興国市場への参入　　・新規事業開発　　・M&A、アライアンス など

C：業績管理・評価
・中計策定　　・業績管理指標体系（BSCの活用）　・投融資管理のアプローチ　・超予算経営の可能性 など

Ｄ：入門：戦略スタッフの実務とミッション 　
《視点例示》

・中期経営計画策定のための基礎知識
・自社環境分析手法の学習（強みと弱みの把握）
・事業ポートフォリオの作成手順の把握 など
本分科会は、戦略スタッフ経験2年未満の方を対象として、基本演習・Q&A
を通じて戦略立案の基礎知識を習得して頂くことを目的に【前半期のみ】
の開催となります。

≪後半期：11月からの予定≫
・10月に後半期の第1・第2希望を収集

致します。
・同一分科会への継続参加、後半期より

の所属変更も可能です。
・D分科会は、A・B・C各分科会への編

入をご選択頂きます。

≪分科会のすすめ方：例≫
　問題意識・課題別のテーマの下で、継続的に課題を掘り下げ、考え方・方向性・実践要件を究明し、その成果の共有化・
実践に活かすことを目的としています。5月での分科会スタートの際、当該分科会のテーマに対し問題意識、実務上の悩
みを交換し合い、協議の上で各例会での具体的テーマを決定します。

【これまでの研究方法の展開例】
●テーマに則してメンバー持ち回りケース発表   　●特定メンバー企業のベンチマーキング     　　 
●外部資料・書籍・文献などを持ち寄り研究　　　●フォーラム参加企業へのアンケート調査  など

参考：第 18 期分科会実績 ～前期・後期の編成と活動ポイント～
≪前半期≫

A：グローバル経営
B：事業環境変化をとらえた成長戦略
C：経営管理再考
D：戦略スタッフの実務基礎知識

≪後半期≫
A&D：グローバル経営とグローバル成功（日本）企業に学ぶ
B：成長戦略
C：中計策定　～ドメイン系＆PDCA系～

ポイント紹介：≪後半期A&D分科会：研究・討議活動テーマの例≫
■ソニーｖｓサムスンの経営を「戦略」、「組織プロセス」、「リーダーシップ」の観点から比較分析し以下の設問につき、各自、
　数行のコメントを考えよ。
　『サムスンの経営から我々が学べるレッスン・示唆は何か？
　この経営はサムスン以外の韓国企業、日本企業、他グローバル企業は模倣（横展開）できるか？』

後半期C分科会風景　ドメイン系＆PDCA系合同
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フォーラムメンバー構成
◆ 中心メンバー ◆　

経営企画部門・カンパニー・事業部の課長・中堅スタッフ層の皆様
フォーラムの活動方針にご賛同頂き、明確な問題意識をもち、積極的なメンバー交流を期待できる熱意ある戦略／経営
企画部門系スタッフの方であれば、業種・事業規模・経験部門は問いません。
　　　　　　　　　　　　　≪参考：第18期参加企業とメンバー構成≫　　　　　　　　　　　　《順不同》　

日本特殊陶業株式会社 自動車関連事業本部営業本部SCM部 企画管理課 課長
株式会社 リコー 総合経営企画室経営企画部 シニアスペシャリスト
住友金属工業株式会社 鋼管カンパニー 企画部 経理室 参事
株式会社 神戸製鋼所 アルミ・銅事業部門 企画管理部 企画グループ
旭化成株式会社 経営戦略室 課長
ナミックス株式会社 経営企画室 シニアチームリーダー
日本電気株式会社 経営企画部
株式会社 明治 菓子企画管理部 企画グループ長
九州電力株式会社 経営企画本部 経営企画担当 経営戦略Ｇ
株式会社 ローランド・ベルガー プリンシパル
株式会社 NTTデータ グループ経営企画本部 経営企画統括部 事業企画担当課長
三菱ガス化学株式会社 経営企画部 企画審査グループ 審査室 主査
東洋インキSCホールディングス株式会社 社長室
宝ホールディングス株式会社 経営企画部 経営企画課
株式会社 ツーリズム･マーケティング研究所 主席研究員
積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー 経営管理部 企画G課長
東北インテリジェント通信株式会社 経営企画部 主査
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 チャネル営業本部 ダイレクトマーケティング部 担当部長
株式会社 クレハ 総合企画部
日本水産株式会社 経営企画室 経営企画課
株式会社 ジェイティービー 経営企画部
東急不動産株式会社 グループ経営推進部 連結経営グループ
コニカミノルタホールディングス株式会社 経営戦略部 アシスタントマネジャー
味の素株式会社 経営企画部 専任課長
日本農薬株式会社 経営企画部 経営企画Ｇ チーフ
KYB株式会社 経営企画部 専任部長
シスメックス株式会社 経営企画部 課長
三井造船株式会社 経営企画部 主管
グローリー株式会社 経営企画部 経営企画グループ
グローリー株式会社 保守本部 保守企画部 保守企画グループ マネージャー
株式会社 三愛 取締役常務執行役員
株式会社 三愛 経営センター 経営戦略部

◆ 第19期 幹事体制 ◆　
メンバーを代表してフォーラム活動（全体会・分科会）の企画・運営の支援を頂きます。　　　　     　       　《順不同》

株式会社 国際社会経済研究所 総務部長　主幹研究員 南　　　　　稔 氏
㈱ ツーリズム・マーケティング研究所 代表取締役　 高　松　正　人 氏
三菱ガス化学株式会社 特殊機能材カンパニー 管理部 担当部長　 小　林　千　果 氏
東洋インキSCホールディングス株式会社 社長室 グループリーダー 吉　澤　　　靖 氏
住友金属工業株式会社 経営企画部 事業管理グループ 参事 土　師　達　郎 氏
NTTデータ先端技術株式会社 セキュリティ事業部　 事業部長 土　屋　茂　樹 氏
コニカミノルタホールディングス株式会社 経営戦略部 新事業開発グループ マネジャー 西　田　直　樹 氏
株式会社 三愛 取締役常務執行役員 村　上　清　治 氏
株式会社 明治 菓子企画管理部 企画グループ長 山　田　直　史 氏

◆ 研究協力委員 ◆　
経営への知見と見識、専門家の視点から研究テーマ、実務諸課題について理論的サポートを頂きます。

株式会社 価値共創 代表取締役 伊　藤　武　志 氏

株式会社 野村総合研究所 コンサルティング事業本部
業務コンサルティング推進室

担当部長
上席コンサルタント　 森　沢　　　徹 氏

株式会社 ビービーエル 代表 佐　藤　美　和 氏

◆ 世話人 ◆　
フォーラム幹事OBとしてアドバイスを頂きます。

株式会社　ケンコー・トキナー 管理部 部長 南　雲　元　雄 氏
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●コニカミノルタホールディングス株式会社  経営戦略部 経営企画グループ アシスタントマネジャー　 福　渡　直　子 氏
本フォーラムの最大の魅力は、異業種・同業他社の近い立場の皆さんとの忌憚無い交流の場であり、経験豊富な諸先輩方から貴重

な生のアドバイスを頂ける場であることではないでしょうか。私が参加したグローバル経営分科会では、ケーススタディや参加企業
各社の実例発表を受けた活発な議論を通じて、自社視点だけでは気付かない様々な知見を得ることが出来ました。また、業種の差は
あれ悩むポイントは似ていることにも少なからず力づけられました。本フォーラムを通じて得られた知見を基に自分の幅を広げ、今
後の業務にも存分に活かしていければと思います。

●東洋インキ SC ホールディングス株式会社  社長室  中　村　敦　之 氏
当社では戦略スタッフとしての知識の幅を広げ、研鑽を積む場として、これまで継続的に本フォーラムに参加させて頂いており、

私も営業部門から経営企画部門に移って半年ほど経った頃に参加致しました。
当時は営業の時とは趣を異にする仕事内容に戸惑う毎日でしたが、ここで他の参加企業の方々と悩みを共有し、共に考える中で、

たくさんの気づきと学びを得ることができました。
毎月の分科会では活発に意見が交わされ、年２回の合宿では時には夜の懇親会まで熱い議論が続きます。とても自由な雰囲気の中で、

会社や世代の枠を超えて共に学び合えた事は本当に貴重な経験でした。

第18期　参加者の声 

フォーラムメンバー交流推進のオリジナルツール　《前期：第18期「交流シート」の抜粋》

メンバー交流の課外活動
〈有志オフ会・OB交流会〉

例会終了後などの時間を活用し、有志にて更なる分科会討議の深化、フランクな意見・知見交換の場を設けています。
また、OB メンバー企業への見学・訪問、例会へのゲスト講師としての招聘など人的ネットワークの拡大を進めています。
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体験参加につきまして：第1回例会（4/25）は、正式入会をご検討中の方にフォーラムの雰囲気をご覧頂く「体験参加」が
　　　　　　　　　　　可能です。 ※費用無料  ご希望の方は下記枠内にチェックを頂き必要事項をご記入の上、 FAX・E-mai
　　　　　　　　　　　にてご送信下さい。折り返し、「第1回例会：体験参加通知」をE-mailにてご案内致します。
　　　　　　　　　　　（※要 事前予約）

■ 第19期 戦略スタッフ研究フォーラム申込書 ■
□ 本フォーラムの主旨に賛同し、正式に参加を申し込みます。 ※ 左記 □枠内にチェックをお願い致します。

□ 本フォーラムへの参加を検討中につき、第1回例会の体験参加を希望します。　
［事業コード：120020］〔区分〕　正会員　／　一般

御社名：（フリガナ） 会社所在地：〒　　　　－　　　

TEL：
E-mail：

FAX：

ご所属／お役職 お名前：（フリガナ）

■ 前半期分科会エントリーシート ■

※第 1 希望グループの（　　）内に◎印、第 2 希望に○印をご記入下さい。
※ご参加者の希望分布の都合などにより第 2 希望でのご参加のお願い、分科会の統合などを行う場合もございます。
※分科会は 5 月よりスタート致します。仮希望のご記入でも結構です。

（　　　）A：グローバル経営と管理	 （　　　）B：成長戦略と事業ポートフォリオ変革
（　　　）C：業績管理・評価	 （　　　）D：入門：戦略スタッフの実務とミッション

■開催期間 2012年4月～2013年3月　通常例会10回　合宿・見学例会2回

■例会会場 原則として表参道「アイビーホール」・「NHK青山荘」等に設営。
 ※合宿研究会・企業見学会は原則として地方開催となります。

■例会連絡 例会日程の3週間前にE-mailにて例会詳細（日時・会場・進行予定など）をご案内致します。

■参 加 費  １名：※消費税含む
正 会 員 262,500円 （本体価格¥250,000） 一　　般 294,000円 （本体価格¥280,000）

 ※上記料金は資料代・通信費などを含んでおります。
 ※合宿・見学研究会（１回につき28,000円程度）は別途ご予定下さい。
 ※参加費の分割お支払いも可能です。ご請求品目等についてなどお気軽にご相談下さい。

■申込方法 下記申込書に所定事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて下記担当宛にご送信下さい。
 〒102-0083 千代田区 麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6F　　http://www.bri.or.jp
 一般社団法人 企業研究会　第一事業部　担当：早瀬
 電話：03-5215-3512　 FAX:03-5215-0951 　E-mail：hayakan@bri.or.jp（早瀬）
 ※ お申し込みの後、第１回例会のご案内（含む会場略図）をE-mailにて送信いたします。
 　 年会費ご請求書は後日郵送致します。 ご不明な点は早瀬宛にお問い合わせ下さい。

開 催 要 項




