×
グローバル時代に対応し、利益を上げ続けるための経営視点を身に付ける！

定員２５名
福岡ベンチャークラブ
Fukuoka Venture Club

会員特別価格

未知の世界に飛び込み成功を掴むための思考技術を磨き、不確実性に対処しながら、
今後の成長戦略を描くための土台をつくる 4 日間の特別プログラム。

54,800 円

福岡から世界を見据え挑戦し続ける経営者層・次世代の経営層を輩出するため、
福岡アジアビジネスセンターとグロービスが共同企画しました。

（税込）

通常 64,800 円

※お申込の際、備考欄に「福岡ベンチャークラブ会員」と明記ください。
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■ 開講特別セミナー開催！ ■
福岡で発祥し、日本が世界に誇るラーメンチェーン「博多一風堂」を海外で展開する、
株式会社力の源グローバルホールディングス取締役、星﨑氏をゲストにお迎えします。
当日は、海外市場を攻略し浸透していく上で必要不可欠な方法論に加え、物事の考え方
などについてもお話を伺います。また、本プログラムにご参加される皆様との対話を通じて、
海外展開に際する疑問にお答えいただきます。
■ 講演者

株式会社力の源グローバルホールディングス
取締役 星﨑 剛士
大手レジャー・アミューズメント系企業に新卒で入社し、店舗運営、本部・部門人事の経験を積む。その後、米国に渡り MBA
（経営学修士）を取得。帰国後に、中小企業向けのコンサルティングに従事し、飲食系デリバリー事業の支援等に携わる。
飲食業をもっと勉強したいとの想いから、株式会社力の源カンパニーに入社。海外事業の本部長を経て、現在は力の源グロー
バルホールディングス（シンガポール本社）の取締役 / 力の源ホールディングス 執行役員 人財戦略本部長を担当。

■日

時

平成 27 年 10 月 31 日（土）
開講オリエンテーション：13：00 ～ 17：30
懇親会：18：00 ～

場

福岡アジアビジネスセンターセミナールーム
■対

象

グローバル経営養成塾 受講者

■プログラム
１．プログラム概要説明

■会

２．受講生自己紹介

３．開講特別セミナー

主催：福岡県ベンチャービジネス支援協議会、福岡県

４．事務局からのお知らせ

受託事業者：株式会社グロービス

本講座の特徴
・「理論」と「実例」をとりいれた体系的かつ実践的なカリキュラム。
・受講生同士の議論を通じて「自ら気づく」ディスカッション中心の授業。
・グローバル人材育成の経験豊富なグロービズの講師がファシリテーションを担当。
スケジュール（全 4 回）
講師陣は、ビジネスの第一線で活躍をされている実務家のプロフェッショナル。年間 510 社の企業内研修、780 社の通学型研修で
磨かれた高い情熱と、高度なファシリテーション能力で、座学や独学では得られない本格的な参加型の講座をご提供します。

DAY1

仮説構築による問題解決

日時：平成 27 年 11 月 7 日 ( 土 )

講師

峰村 憲和

Minemura,Norikazu

DAY3

DAY2

10：00~18：00

日時：平成 27 年 11 月 21 日 ( 土 )

狙い 不確実性が高い環境下で海外事業展開する上で、
戦略（定性）と財務（定量）の繋がりの重要性
を踏まえ、企業活動を定量面から分析力を養う。

内容 問題解決の流れとそれらを進める際の要素技術
（分解・仮説の立て方等）を押さえ、自身の思考
の癖（課題）を認識することで、問題解決の
スピードと精度を高める。

内容 企業戦略や事業活動と財務活動の関係を正しく
理解し、数値の裏付けのある仮説構築力を磨き、
内在する企業課題を具体的に紐解く力を高める。
同志社大学経済学部卒業後監査法人朝日会計社 ( 現あずさ監査法人 )
入社。監査業務、経理実務従事者向け会計セミナー講師を担当。
その後、公認会計士山上事務所を開設、主として対顧客税務業務
( 経理指導含む ) のほか、創業・起業に関する相談業務も行って
Yamagami,Masuhiro
いる。公認会計士、税理士、中小企業診断士、日本証券アナリスト
協会検定会員。

東京大学法学部卒業後、大手機械メーカーにて人事、教育等に
従事。現在はグロービス法人部門の企画管理部門ディレクターと
して、経営管理・採用育成・ナレッジマネジメント・IT・オペレー
ション等を統括。同時に、企業内カスタマイズ研修、グロービス
マネジメントスクールにおいて講師を務める。担当領域は、
思考系、リーダーシップ、企業理念等。

講師

山上 益弘

実行徹底力を高めるマーケティング

嶋田 毅

Shimada,Tsuyoshi

10：00~18：00

狙い 海外市場展開に際して、従来の経験や勘、組織の
狙い
慣性に頼らず、限られた情報から効果的な仮説を
立案し検証し続ける力を養う。

日時：平成 27 年 12 月 5 日 ( 土 )

講師

企業戦略と財務

DAY4

10：00~18：00

グローバル戦略による価値の連鎖

日時：平成 27 年 12 月 19 日 ( 土 )

10：00~18：00

狙い 国内外共通の経営におけるマーケティングの
役割と基本プロセスを押さえ、市場機会やター
ゲットを見極めた上で、海外市場攻略・浸透の
糸口を探る。

狙い 海外市場攻略のために、戦略・マーケティングを
応用し、海外展開の成功事例から持つべき経営
視点とビジネス構想の仕方を知る。

内容 企業が競争優位に立つための考え方と支持を
得るための仕組み作りの実践を学び、実践活用
の感覚を体感する。

内容 国内市場と異なる海外市場で価値の連鎖を生み
出すため、経営者は何をどのように考え、実行
徹底するべきかという視点を獲得する。

東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、戦略系コンサルティ
ングファームに入社。その後、外資系理化学機器メーカーを経て
グロービスに入社。現在は主に出版、ライセンシングなどを担当。
著書に『ビジネス仮説力の磨き方』
（ダイヤモンド社）、『[ 実況 ]
アカウンティング教室』
（PHP 研究所）など多数。グロービス経営
大学院や企業研修において経営戦略、戦略実行、マーケティング、
管理会計、仮説思考等の講師、自社課題アクションラーニングの
ファシリテーターも務める。

講師

西 恵一郎
Nishi,Keiichiro

早稲田大学卒業。INSEAD International Executive Program 修了。
三菱商事株式会社入社、不動産証券化、コンビニ物流網構築、商業
施設開発等に従事。B2C 向け事業を立ち上げ共同責任者として会社
を運営。グロービスの企業研修部門にて組織開発、人材育成を担当
し、グローバル展開に向けた組織開発他、多くの組織変革に従事。
グロービス初の海外法人を立上げ、現在、グロービスの中国法人の
董事及び副総経理。日系商社香港法人の外部顧問。

受講申し込み詳細・流れ

申込期限
対象者
受講料
注意事項

平成 27 年 10 月 7 日 ( 水 )

受講申し込み

先着 25 名

定員

HP（http://www.f-abc.org）又は
お電話（092-791-5025）
にてお申し込みください。

県内企業経営者、次世代の経営層の方

（ただし、士業、コンサルタント等、業務への活用を目的とした受講はご遠慮ください。）

※申込み受領後、受講者を決定し、ご連絡いたします。

ベンチャークラブ会員特別価格

54,800 円（税込）

・天候、災害、その他やむを得ない事情により、講師、会場、日程等が変更になる場合
がございます。
・必ず、期限までに受講料をお支払いください。
・「受講者決定通知書」受領後は、キャンセルが出来ません。必ず、下記問い合わせ先
までご連絡ください。
・欠席者には、テキスト、当日使用する資料等を後日送付いたします。

受講者決定
対象者には「受講者決定通知書」を
お送りいたします。
※契約書等は特に発行いたしません。

開催会場

福岡アジアビジネスセンター

（福岡市中央区天神 1-11-17

福岡ビル 4F）

http://www.f-abc.org

三越●

●天神
コア
●イムズ

受講料の支払い

明治通り

ベスト
電器
●
福岡●
市役所

●アクロス
福岡

●天神中央公園

那珂川

●西鉄福岡駅から徒歩３分
●地下鉄空港線天神駅「東 3b 出口」から徒歩 1 分

福岡
ビル

り
渡辺通

（講座開催の日は土曜日も営業しております。）

TEL：092-791-5025

福岡 ●
パルコ

駅
福岡
西鉄

営業時間：平日 9：00~18：00

昭和通り
地下鉄天神駅

受講者決定後、受講料のご請求書をお送りいたします。
ご請求書の記載納期限までにお振込みください。

●博多大丸
国体道路

福岡アジアビジネスセンター

FAX：092-791-5026

担当：長谷川

E-mail：info@f-abc.org

