
ファーストコールカンパニー（FCC）フォーラム2020
（全国10会場にて2020年6月・7月に開催予定）

（全6回通し）

30名様

1回目～2回目
（社長）

3回目
（経営幹部）

4回目～6回目
（社長）

1 回

全6回通し

※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！

全6回

第1回

第2回
第3回

第4回

第5回
第6回

全6回

各1回

【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

  

（税別・フォーラム参加費含）

1 2 4 5 63

1名様追加料金 （同一企業様）

http://www.tanabekeiei.co.jp
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対 象

アントレプレナー＆スタートアップ研究会
旧：ステージアップ研究会

21 112020 2020

2/ 12/金 金
視察先予定エリア

東京・大阪・北海道・石川

STARTU
P

タナベ経営 アントレプレナー＆スタートアップ研究会チーム

リーダー

浜西 健太
コーディネーター

山岡 寿成
コーディネーター

市川 洋輔

2020年
2/21（金）
開催場所：

大阪or東京（予定）

2020年
4/24（金）
開催場所：東京
　　　　　　（予定）

2020年
6/11（木）・12（金）
開催場所：北海道
　　　　　（予定）

2020年
8/27（木）・28（金）
開催場所：石川
　　　　　　（予定）

2020年
10/23（金）
開催場所：東京
　　　　　　（予定）

2020年
12/11（金）
開催場所：

大阪or東京（予定）

若手経営者・若手後継者・若手経営幹部

270,000円（税別）

30,000円（税別）

250,000円

株式会社タナベ経営　大阪 行 FAX  06-7177-4021

270,000円＋税

250,000円＋税

30,000円＋税

osaka@tanabekeiei.co.jp

2019.08

アントレプレナー＆スタートアップ研究会  申込書

◎第1・2・5・6回 ………13：00～17：30
　第3・4回 ……………1日目/13：00～17：30
　　　　   ……………2日目/9：00～12：00

※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。

※全6回は、FCCフォーラムの参加費を含みます。

※第3・4回の参加は50,000円（税別）になります。

※第3・4回の参加は50,000円（税別）になります。

株式会社タナベ経営　大阪

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-41
〈TEL〉06-7177-4001　〈FAX〉06-7177-4021



�

�若手起業家の「可能性」と「能力」を
最大限に高めるための研究会

会社を丸ごと進化させるタイミングは、大きく３つあります。

１．創業から間もないタイミング

２．事業承継のタイミング

３．赤字が続いているタイミングです。

それぞれのステージにおいて、今、必要なことは、

自分自身の企業家としての使命を再度醸成し、

ビジネスモデル・組織にイノベーションを起こし、

成長の機会を掴むことです。

本研究会では、これらをすべて実現していくことができます。

若手企業家（経営者・後継者・経営幹部）の皆さま、

ぜひこの機会に、知識や技術を学んで「今の会社を丸ごと進化」させましょう。

企業における採用動向は年々深刻な
問題となっており、特に中小企業においては
極めて厳しい環境が今後も続きます。
しかしそんな中でも、人が集まる
会社は存在します。そこで人が集まる会社が
実際に取り組んでいる
採用戦略・採用手法について迫ります。

会社を“進化”させるための
戦略的な資金調達
会社の“進化”に必要不可欠な
経営テーマの一つが“資金調達”です。
資金調達のトレンド・手段と資金調達がもたらす
価値について深めていきます。

�
�

これからの時代に実践すべき
アントレプレナー＆
スタートアップ

各回を通して深めた学びをベースに
これからの時代に若手起業家が
実践すべき具体策について

お伝えいたします。

これからの時代の
組織のかたち、あり方

組織のかたち、あり方は今後の会社の
成長を表すと言い切れます。

柔軟な組織のかたち、あり方を通して
成長を続けている会社の秘訣に迫ります。

�ビジネスモデルイノベーションと
マーケティングイノベーション
イノベーションにおいて、目を向けるべき
切り口はビジネスモデルとマーケティングです。
自社のビジネスモデルそのものと、自社の商品・
技術・サービスを効果的に訴求するための　　　
手法・着眼点について掘り下げていきます。

� 若手起業家が
考えるべきマインドセット
若手起業家として、自社や自身の使命と
どう向き合う必要性があるのかを掘下げ、
    これからの時代の企業家として、
         相応しい意識の醸成を行っていきます。
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人が集まる採用ブランディング

参加特典

� 現場視察
普段見ることができない他社の現場を視察し、経営の極意を
体感していただきます。多数の企業様に特別に視察を
ご了承いただいておりますので、この機会をぜひご活用ください。

学びを学びで終わらせずに、
自社で具体的に何が出来るかを
掘り下げていただきます。
全回を通して、自社で取り組む
べきことを明らかにしていきます。� ゲスト講話

各回のテーマに応じたゲスト講話により、学びを深めて
いただきます。実体験をベースにお話しいただくため、
非常に納得性が高い講話となっております。

� 交流会
参加者様同士でのネットワーク構築、カジュアルな情報交換を
懇親会形式で２回開催する予定です。
利害関係のない企業家同士で話ができる機会は貴重なため、
ぜひご活用、お楽しみください。

�ワークシート
2020.2.21fri ▼2020.12.11fri

STARTUPSolutionBook

ENTREPRENEUR&

会社を丸ごと進化させるアントレプレナー＆スタートアップ研究会ワークブック

個別相談会を通して、コンサルタントが
貴社の成長テーマを整理します。
通常有料のコンサルティングを
各回の前後の時間は参加者特典として
無料で実施いたします。
過去の研究会においても
満足度が非常に高い特典です。

�個別成長ミーティング

アドバイザー

高島 健二

リーダー

浜西 健太

コーディネーター

中野 翔太
コーディネーター

水沢 伎助
コーディネーター

新妻 星也
コーディネーター

山岡 寿成
コーディネーター

市川 洋輔アントレプレナー＆スタートアップ コンサルティングチーム




