
生産性カイカク
研究会2018年9月25日 ~全6回 火開催

期間 2019年7月26日金

改革者の集まる場 成功事例の共有 改革成功者の生の声を聴く

活用できるツールの提供 会員企業もメンバーで改革

生産性改革でさらに成果を上げたい、またはこれから取り組みたい企業に、
企業視察を通した気付き・ノウハウ、共に歩み・相談し合えるネットワークをご提供する。

当研究会の特色

※ 全6回通し以外で複数回ご参加の場合は、
　 別途お問い合わせください

※ 第3回の参加のみ
　 50,000円（税抜）になります

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・7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

1 回

全6回通し
230,000

tokyo@tanabekeiei.co.jpE-mail

http://www.tanabekeiei.co.jpURL

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

  

2018.4
【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。

FAX 03-6758-0074株式会社タナベ経営　東京本部 行

30名様

※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 生産性カイカク研究会チーム

コーディネーター

山内 優和
コーディネーター

近藤 正晴
リーダー

小崎 純

アドバイザー
取締役

仲宗根 政則

2018年
9/25（火） 11/21（水） 1/29（火）・30（水） 3/14（木） 5/29（水） 7/26（金）
開催場所：東京

2018年

開催場所：東京

2019年

開催場所：東京

2019年

開催場所：東京

2019年

開催場所：東京

2019年

開催場所：東京

1回目～2回目
（社長）

3回目
（経営幹部）

4回目～6回目
（社長）

フリガナ

会社名 業種

TEL

お役職 ご氏名
※FCCフォーラムの参加費を含みます。

※全6回は、FCCフォーラムの
参加費を含みます。

E-mail

お役職 ご氏名
□ 第1回
□ 第2回
□ 第3回

□ 第4回
全6回※ 23万円+税

各1回 3万円+税

□ 第5回
□ 第6回

E-mail

〒

FAX
ご住所

ご参加者
（主なご参加者を
ご記入ください）

□ 全回参加

□ 全回参加

全6回※　　24万円+税
（各回、代理受講可能です）

追加ご参加者
追加ご参加者のみ
各回でもお申込み
いただけます

生産性カイカク研究会　申込書

受講対象 定員

参加概要

開催要項

その他お申込み方法とお問合せ先

会費

（全6回通し）
お1人様

お申込ご本人様
以外の方の
受講もOK!

240,000円（税抜）
30,000円（税抜）

230,000円
（税抜・フォーラム参加費含）

※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。

第
1
回

第
2
回

第
3
回

第
4
回

第
5
回

第
6
回

ファーストコールカンパニーフォーラムの
詳細はこちらからご覧ください。

ファーストコールカンパニー 検索

【インターネットでのお申込】

※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。

◎第1・2・4・5・6回
　第3回
 

13:00開始
1日目／午後開始
2日目／午前終了

※第3回の参加のみ50,000円（税抜）になります。



生産性カイカク

生産性改革は、ICTをはじめ、
IoT・AIなど最新技術の活用が
一つのカギです。改革を進める
にあたり有用なツールの紹介
も行います。

最新技術を用いた
生産性改革

制度改革による
ベース生産性改革

会員企業
ワークショップによる
改革ヒントを得る

生産性改革に取り組んでいる、もしくはこれか

ら取り組む企業の改革者に、そのノウハウやツ

ールを提供することに加え、共に歩み・相談し合

えるネットワークを提供する研究会です。

生産性改革は業務改善をはじめ、社内の仕組みや

ルール改定、ひいてはビジネスモデルの改革まで求

められる一大改革です。また、その改革の道のりは決し

て短くなく、社内外に多くの協力者を必要とします。当研

究会では、その一助として、知識やノウハウだけではなく、

改革者のネットワークを提供するものであり、会期中に会

員企業の課題について共に考え、一歩でも改革を進める支

援をいたします。

ICT・IoT・AIなどの活用による飛躍
的生産性改革事例を見て・感じて・
学ぶ。

一人ひとりの力を引き出す制度・仕
掛けの具体例及びその制度設計の
経緯を学ぶ。

会員企業の課題について、学びを
活かし、解決策をメンバーで提案
する。

複数の施策の
組み合わせによる総合的な

生産性改革

身近な
デジタル技術導入による

生産性改革

ICTの活用による現場改善の実態
を聴く・見る・感じる。

ビジネスモデル変革による
生産性改革

ビジネスモデル革新による生産性
変革の事例、それに至る経緯を聴
く・見る・感じる。

仕事のやり方、仕組み・ルール
ビジネスモデルを改革

することにより、

生産性カイカク研究会は成果重視

生産性を飛躍的に向上！

基本講義は、各回テーマに沿った
視察やワークショップで学ぶべき
点を紹介。まとめ講義は、ゲスト講
演・視察・ワークショップをうけての
提言と生産性改革のノウハウを発
信いたします。

ゲスト講演・視察を通じて生産性
改革成功の手法・ノウハウのヒン
トを得る。　
※改革を進めるにあたり有用なツール（ICT
をはじめ、IoT・AIなど最新技術）もご紹介。

ワークショップ（第2･3･5回を予定）
を通じた会員同士の助け合いもコ
ーディネート。
タナベ経営のコーディネートの下、
会員企業同士でディスカッションを
行い、1年を通して会員企業の生産
性改革が進む支援をいたします。

悩み・苦境を共有し、共に改革を
成し遂げる方々の集まり。会員同
士のネットワーク構築・交流会も
提供します。　
＊共に悩み・解決する場のご提供

タナベ講義（基本講義・まとめ講義）

講演・視察 or 講演

ワークショップ

改革者同士の交流

当研究会は成功した企業、
現在取り組んでいる企業の講演・視察を通じた
気付き・ノウハウと、共に歩み・相談し合える
ネットワークを提供します！

研究会の特色

改革者の集まる場 成功事例の共有

改革成功者の
生の声を聴く

活用できる
ツールの提供

会員企業も
メンバーで改革

コンセプトC O N C E P T 「講演・視察」「講演」「ワークショップ」「異業種交流会」を企画！　詳細は別紙のゲスト講師紹介リーフ・ホームページをご覧ください。 生産性カイカク　研究会 検索

※大手企業も多くの模索をしている。

※カリキュラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

現在生産性改革に取り組んでいる改
革者、これから改革に取り組む次期改
革者の集まる場です。
悩み・苦境を共有し、共に改革を成し
遂げる方々の集まりであり、会員は同
志でもあります。会員同士のネット
ワーク構築に重きを置いています。

会員企業は共に生産性改革を進
める同志です。会員企業同士の
知恵の出しあいも一つのネット
ワークの在り方。
ワークショップ（第２・3・5回を予
定）を通じた会員同士の助け合
いもコーディネートします。

改革に成功した企業は、その成
果のみにスポットが当てられが
ちであるが、その裏には多くの
悩み・苦労があります。その悩み
や苦労を直に聞き、自社の生産
性改革成功の糧とする場です。

改革に成功した企業、現在改革に取
り組んでおり、その光明が見えている
企業に、実際に伺い、現場を見て・感
じることで、生産性改革成功の手法・
ノウハウを吸収できる場です。

①制度（人事制度）改革による生産
性向上のインフラ作り。
②業務改善による生産性向上。
③ITの活用による生産性向上。
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