
タナベ経営　ヘルスケアビジネス成長戦略研究会チーム

※日程・開催場所等は変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

ファーストコールカンパニー（FCC）フォーラム2019
（全国10会場にて2019年6月に開催予定）

経営者・後継者・経営企画担当者・事業推進責任者 など

（全6回通し）

1 回

30名様

390,000
50,000

1回目～2回目
（社長）

3回目
（経営幹部）

4回目～6回目
（社長）

全6回通し
330,000

1
2019年

2/20（水）・21（木）
開催場所：東京

2
2019年

4/24（水）・25（木）
開催場所：東京

2019年
7/24（水）・25（木）

開催場所：東京
4 5

2019年
10/23（水）・24（木）

開催場所：東京
6

2019年
12/18（水）・19（木）

開催場所：東京
3

2019年
6/25（火）・26（水）

開催場所：東京

※教材費、懇親会費を含みます。交通費・宿泊費は各自手配・ご負担いただきます。

※お申込期限日（第1回開催の1週間前、同一企業様からの追加お申込の場合は各回開催の１週間前）
までの取消につきましては全額返金いたします。

※お申込期限日の翌日からの取消につきましては代理受講をお願いいたします。
代理受講が不可能の場合は下記の通り取消料を申し受けます。ご了承ください。

①お申込期限日の翌日から第1回開催日の前日：会費の40％
　（同一企業様からの追加お申込の場合、各回開催日の前日）

②第1回開催日以降：会費の全額（同一企業様からの追加お申込の場合、各回開催日当日）

※諸般の事情により、お申込をお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

※下記申込書をご送付後、請求書をお送りいたします。会費の前納をもってお申込みとさせていただきます。

※タナベ経営では、「100年先も一番に選ばれる会社へ挑む」とい
う同じ志を持った経営者や経営幹部の方々が集う場、ファースト
コールカンパニーフォーラムを年に一度、全国10会場にて開催。
このフォーラムへの参加費も含まれます。

お申込ご本人様以外の方の受講もOK！

株式会社タナベ経営　東京本部 行 FAX  03-6758-0074
ヘルスケアビジネス成長戦略研究会 申込書

tokyo@tanabekeiei.co.jp

全6回 390,000円＋税

全6回 330,000円＋税

第1回

第2回
第3回

第4回

第5回
第6回

※全6回は、FCCフォーラムの
参加費を含みます。

各1回 50,000円＋税

2019.3

【個人情報の取扱いについて】 タナベ経営では個人情報の保護に努めております。詳細は弊社ホームページ上に記載の「プライバシーポリシー」をご覧ください。なお、ご記入いただいたお客様
の個人情報は、上記のお申込に関する確認・連絡、および弊社発行のメールマガジンや商品・サービスのご案内などをお送りする際に利用させていただきます。

その他お申込み方法とお問合せ先

株式会社タナベ経営　東京本部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング9Ｆ
〈TEL〉03-6758-0070  〈FAX〉03-6758-0074

◎1日目 午後開始　2日目 午前終了

アドバイザー
常務取締役

中村 敏之
コーディネーター

影本 陽一
リーダー

木内 健介
コーディネーター

石丸 隆太

2/20   ～ 12/19
開
催
期
間

2019

木水
全6回

新規ソリューション
ヘルスケアドメイン向け

ヘルスケアビジネス成長戦略研究会

●ブランド事業・地域NO.1化
●他業界なみの営業力をつける

●新・健康ソリューションへの投資
●保険外での自費収入アップ

●求職者獲得力アップ
●運営から経営へ、経営効率アップ

既存ビジネスの収益アップ 成長への投資 変革の推進

1 2 3

で、今後の成長をけん引する！

オリンピック後の新たな
ミッションが始まる

約100兆円規模の
国内最大
マーケット

景気の減少後も確実に成長する

ヘルスケア シニア分野健　康



2025年

DAY2

他業界よりも不確実要素が少ない

成長が確約された
ヘルスケア・
健康・シニア分野で、
今後の成長をけん引する！

ヘルスケア・健康・
シニア分野の研究テーマ

平均寿命は延びる一方で、少子高齢化が加速し、日本の健康
保険制度は破綻寸前である。したがって国の目指す方向は
「病気になるとお金がかかるので、極力健康でいられる社会
を創る」となります。ヘルスケアが指し示す範囲は、病気だけ
ではなく、カラダ・クラシ・ココロが健康であり続けること
までであり、市場が拡大している。シニア市場を含め、ヘル
スケア市場＝成長市場といわれる理由である。

企業・法人が
迫られるポイント

ヘルスケア・
シニアマーケット
展開企業の方
既存事業の収益アップを
目指せます。

既存事業をヘルスケア・健康・
シニア分野に展開・新規参入することで
収益アップを目指せます。

施設、顧客基盤・情報を保有している企業

□ 旅館 □ ホテル □ レジャー
□ アミューズメント □ 葬儀 
□ 家庭用ガス供給 □ ケーブルTV
□ 不動産管理 □ リフォーム □ 警備 など

□ 医院 □ クリニック
□ 調剤薬局 □ 介護事業
□ 医療機器ディーラー □ スポーツ
□ 習い事 □ 外食 など

異業種の方

働き方が多様化する中、従来
の採用・求人手法は通用し
ません。顧客ニーズが多様化
する中、従来の営業スタイルも
通用しません。「従来の踏襲
＝衰退」であり、あらゆる
視点での変革が必要です。

将来目指す事業ポートフォリオ
構築に向けて、早急な経営
判断が求められています。成長
市場はどこか？提供するソリュー
ションは何か？差別化要因は？
「勝利の方程式」を設計する
必要があります。

取り巻く環境が激変し、属
人型モデルの限界、法制
度改定、流通構造の限界
等が現実となる中、従来の延
長線上に将来はありません。
今の事業モデル・収益構造
を変えていく必要があります。

Schedule
ヘルスケアビジネス研究会の

スケジュール例

ヘルスケア・健康・シニア分野で成
長する企業の成功するノウハウ・ヒン
トを得る。経営の現場を知るコンサル
タントが自社への展開に生かすポイ
ントもアドバイス。参加者同士の交流
も生まれます。

13:30 　集合
14:00 　オリエンテーション
14:20 　視察
15:35 　講義Ⅰ
16:35 　質疑応答
17:30 　懇親会
19:00 　解散

　8:50 　集合
　9:00 　オリエンテーション
　9:10 　講義Ⅱ
10:50 　講義Ⅲ
11:30 　解散

※上記時間およびカリキュラム内容は変更になる
　場合がございます。予めご了承ください。

業界のトレンドも踏まえ、現地現場で
ヘルスケア市場を体感いただきます。

成長の要諦を肌で感じていただきます。
コンサルタントから自社展開のアドバイス
もさせていただきます。

DAY1

研究会のフロー

ヘルスケア
市場の推移

2015年時点

このような方におすすめです。

既存事業の
収益性 成長投資 変革

既存ビジネスの
収益アップ

01
THEME

成長への投資

THEME

02

●何で顧客に選ばれるか、ブランディング・
地域性発揮・顧客固有の課題解決の
着眼を磨く。

●病院・施設等の生き残りの鍵となるマー
ケティング・営業部門の設立・強化策を
学ぶ。

ブランド事業・地域NO.1化
他業界なみの営業力をつける

●「カラダ・ココロ・クラシ」へ拡大する健康に
対して、最新事例からヒントを得る。

●保険外ビジネスにおいて、今後取り組む
べきビジネスモデルを構築する。

新・健康ソリューションへの投資
保険外での自費収入アップ

●採用難を乗り越えるイノベーション事例
から、今の採用の考え方自体を変革
する。
●優良・先進企業の経営手法・経営効率
アップ・生産性改革の取り組みを自社
に生かす。

求職者獲得力アップ
運営から経営へ、経営効率アップ

優秀・成長企業の経営者の講義・視察で
ノウハウ・ヒントを得る1

コンサルタントの講義で
自社への展開策を学ぶ2

志ある経営者たちの出会い
つながる3

変革の推進

THEME

0350兆円超

１００兆円

約10年後

約2倍の100兆円規模を誇る
国内最大マーケットへ


