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幹部候補生スクールの3つの特長

そ
れ
は
、

経
営
者
の
視
点
か
。

企業の成長はトップの器で決まり、そのスピードは幹部の

質と量で決まります。幹部候補生スクールでは、「トップ

の方針を理解して自ら行動し、自部門の組織力を100％

発揮させ、業績を上げられる」プロフェッショナル幹部を

育てます。

“プロフェッショナル幹部”を
育成する英才教育システム

年齢・性別・業種・肩書き に関係なく学びあう環境と、

経営視点で学ぶ環境に 身を置くことで、社内教育では

実現しなかった大きな成 長のきっかけをもたらします。

異業種交流・ 経営者視点で 
次代を創る 視野を高める
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幹部候補生スクールの3つの特長

「本質を学び、判断し、計画し、行動する」。
タナベ経営の幹部候補生スクールは、
この基本サイクルを着実に実践させ、
「真の能力」を自部門においてフルに発揮させる
「部門経営者」を育てる研修です。

年齢・性別・業種・肩書き に関係なく学びあう環境と、

経営視点で学ぶ環境に 身を置くことで、社内教育では

実現しなかった大きな成 長のきっかけをもたらします。

異業種交流・ 経営者視点で 
次代を創る 視野を高める

理論や管理技術、根性や度胸も大切ですが、それだけ

では部門経営も業績向上も実現しないことを、タナベ

経営は経営の現場で知り尽くしています。幹部候補生

スクールは、コンサルタントがセミナーを担当するので、

机上論・抽象論・精神論では終わらせません。

現場ですぐに活用できる
実務実践型教育

1972年の開校以来、26,000人を超える修了生を輩出。
開催は650期を超えています。
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〈受講前〉

〈受講中〉

〈修了後〉

「元の状態に戻らない」のは、
リアルとデジタルが融合した「長期反復教育」だから。

自社

  徹 底した
「サイクル ・メソッド」   

  徹 底した
「サイクル ・メソッド」   

自社で継続的に実行し、学んだことを実践。
さらに見直し・次回への予習で成果につなげます。

企業の成長スピードは幹部の質で決まります。
自分の意見や自社の現状を発信し、各回に新しい知識と視点を得るサイクルが
飛躍的な成長を実現します。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

受
講
生

習得した内容を
職場で実践し「経営 幹部」へ

自分自身の課題や 伸ばしたい点を「自己申告書」に記入し提出

セミナー受講

03

［output］

FCC Academyを活用
戦略課題の解決に役立つ戦略パートナー誌「FCC 

REVIEW」およびそのデジタルコンテンツ「FCC 

REVIEW.Dig i ta l」や、受けたセミナー以外にも

さまざまな講義が

Webで学べるデジ

タル教育コンテンツ

「FCC Academy.

クラウド」もご利用

できます。

スクールのメソッド

講師は経営現場を知る

コンサルタントが担当。

自社の教育ご担当者となる

上司と三位一体で

受講生の状態を把握し、

躍進をフォローします。

スクール
参加

受講報告書
作成

復習・学んだことの
社内での実践

次回課題作成

上司チェック

予 習



「元の状態に戻らない」のは、
リアルとデジタルが融合した「長期反復教育」だから。

スクール

  徹 底した
「サイクル ・メソッド」   

  徹 底した
「サイクル ・メソッド」   

実践結果を省み、メンバーとのディスカッションで再確認。
さらに講義で知識と視点を獲得します。

タ
ナ
ベ
経
営

上
司（
教
育
ご
担
当
者
）

習得した内容を
職場で実践し「経営 幹部」へ

自分自身の課題や 伸ばしたい点を「自己申告書」に記入し提出

最終成果物を提出

上司から見た受講生の課題や伸ばしたい点を「指導要望書」に記入し提出

修了報告（全7回の総評）

今後の受講生の課題について共有

課題および受講報告書提出（各回ごとに）
指導内容および、受講状況に関する中間報告

現場での実践状況や、後半の指導の方向性について面談
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［input］［input］

６月～７月に開催される「First Cal l  Company 

― 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」へご参加いた

だき、ファーストコール

カンパニーの経営者

による事例紹介やコ

ンサルタントの事例発

表から経営を幅広く

学んでいただきます。

ファーストコールカンパニー
フォーラムへのご参加

課題提出

講 義

グループ
ディスカッション

全体発表と
講評

個別面談



全7ヵ月で展開する充実のプログラム

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

ファーストコールカンパニーフォーラム

FCC Academy

リーダーシップの本質と幹部の自己啓発

部門経営の本質と核心をつくノウハウ

組織の本質と価値判断基準の明確化

業績先行管理システムと業務処理効率化

部下育成と経営分析

業績を上げる突破口づくり

経営感覚の錬磨と総合力の発揮

リーダーシップの本質と自己啓発を学び基礎を固めます。
また、財務諸表の基礎にも着手します。

部門経営の本質に迫り、問題の本質を見抜くための
ステップを知ることで新たな着眼点を身につけます。

幹部としての価値判断、資金繰りの考え方を学び、
より経営視点を強めます。

経営羅針盤と業績先行管理、業務効率化の
要となる基本を身につけます。

部下育成に着眼し、コミュニケーション力の強化を図ります。
また、経営分析を学び、自社の数値から客観的に視る目を養います。

業績を上げる突破口づくりを学び、経営の模擬練習である
企業戦略ゲームの予行を行ないます。

企業戦略ゲームの実習で経営の疑似体験を行ない、
最後に、研修のまとめ資料を作成します。

「ファーストコールカンパニー」を目指す経営者が、
全国10ヵ所の会場に結集します。

デジタルコンテンツ「FCC REVIEW.Digital」および、
Webで学べる教育コンテンツ。
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このような幹部を育成します
幹部候補生スクールは

「トップの補佐役」
　　　　　を担う。
指示される前に、
先回りして実行できる。

11
成果への
「責任をもつ」。
目標達成のために自ら動き、
成果を出す。

22
「部下 の成長」
　　　   を促す。
確かな指 導力で、
部下の能 力を引き出す。

33



基本スケジュール

2017年度　各会場の開催日程

1日目/10：00～19：00、2日目/10：00～16：00（昼食含む）　※スケジュールは各回・会場によって多少異なります。予めご了承ください。

※事情により、日程・会場に変更のある場合がございます。予めご了承下さい。　※年度の記載のないものは全て2017年の開催です。

オリエンテーション
基礎知識トレーニング
講義
昼食
グループワークⅠ
グループワークⅠ/全体発表と講評
講義
終礼・解散

オリエンテーション
グループワークⅡ
昼食
グループワークⅡ/全体発表と講評
計数演習
成果発表
基礎知識トレーニング結果発表
受講報告まとめ
終礼・解散

D
A
Y

1

D
A
Y

2
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開催場所 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

10/　6　（金）～　7　（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/12（金）～13（土）

10/　6　（金）～　7　（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　5/26（金）～27（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/23（金）～24（土）

11/17（金）～18（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/16（金）～17（土）

11/10（金）～11（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/16（金）～17（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/23（金）～24（土）

　　6/16（金）～17（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

12/　8　（金）～　9　（土）

　　7/28（金）～29（土）

　　7/28（金）～29（土）

12/　8　（金）～　9　（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　7/21（金）～22（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/18（金）～19（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/25（金）～26（土）

　　8/18（金）～19（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/29（金）～30（土）

　　9/29（金）～30（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

　　9/22（金）～23（土）

10/20（金）～21（土）

10/20（金）～21（土）

10/27（金）～28（土）

10/20（金）～21（土）

10/20（金）～21（土）

10/20（金）～21（土）

10/27（金）～28（土）

10/20（金）～21（土）

10/20（金）～21（土）

10/20（金）～21（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/30（木）～12/2（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

11/16（木）～18（土）

札幌

仙台

東京

東京

新潟

名古屋

名古屋

金沢

大阪

広島

福岡

那覇

2018年
　　1/26（金）～27（土）

2018年
　　2/16（金）～17（土）

2018年
　　3/16（金）～17（土）

2018年
　　4/19（木）～21（土）

2018年
　　1/12（金）～13（土）

2018年
　　2/16（金）～17（土）

2018年
　　3/16（金）～17（土）

2018年
　　4/12（木）～14（土）

FCCフォーラム

　6　/14（水）

　7　/　5　（水）

　6　/　5　（月）

　6　/21（水）

　6　/22（木）

　6　/15（木）

　6　/　6　（火）

　6　/14（水）

　6　/15（木）

　6　/21（水）

2018年
6月（予定）

2018年
6月（予定）

（前期）

（後期）

（前期）

（後期）

「部下 の成長」
　　　   を促す。
確かな指 導力で、
部下の能 力を引き出す。

「自己啓発」
を持続する。

幹部としての基本を
実行し、模範となる。

44
「新たな
付加価値」
　を創り出す。

現状に甘んじることなく、
新しい可能性を切り拓く。

55



幹部候補生スクール

2017年度　各会場の開催日程一覧

ご希望の参加会場の番号を下記申込書にご記入ください。

札幌

仙台

東京（前期）

東京（後期）

新潟

名古屋（前期）

名古屋（後期）

金沢

大阪

広島

福岡

那覇

日程 お申込み・お問合せ先 定員会場開催場所

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

No.

お申込みについては、下記検索窓からホームページにアクセスしていただくか、下記申込書にご記入の上、希望会場のお申込み先までFAXを送信ください。

③④ 東京 ③④ 以外500,000円 460,000円
※研修期間中の昼食代を含む。

受講料（税別）

申込み日　　20    　年　　　　　月　　　　日

FAX申込書 下記お申込書ご記入の上、このまま希望お申込み先まで送信お願いいたします。幹部候補生スクール 2017

上記①～⑫の
会場No.をご記入ください。（         ）

ご
参
加
者

参加会場
上記①～⑫の

会場No.をご記入ください。（         ）
参加会場

ふりがな

所属・お役職

貴社名

お名前
男・女

（　　）歳

男・女

（　　）歳

ふりがな

所属・お役職

お名前

所在地

連絡窓口ご担当者 お役職・お名前

製造業  ・  卸売業  ・  小売業  ・  建設業  ・  サービス業  ・  その他

資本金

取扱品目

（〒　　　　　　　ー　　　　　　　　　　）

TEL（　　　　　　）　　　　　　　ー FAX（　　　　　　）　　　　　　　ー

年商 従業員数

百万円 億円 人

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/12/ 2 （土）

2017/10/ 6 （金）～2018/ 4 /14（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /12（金）～2017/11/18（土）

2017/10/ 6 （金）～2018/ 4 /21（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

2017/ 5 /26（金）～2017/11/18（土）

新大阪丸ビル別館
（大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22）

ＣＩＶＩ研修センター秋葉原
（東京都千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世橋ビル2・3・4Ｆ）

新潟テルサ
（新潟県新潟市中央区鐘木185-18）

邦和セミナープラザ
（愛知県名古屋市港区港栄1-8-23）

ＴＫＰガーデンシティ博多
（福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋本社ビル3Ｆ）

RCC文化センター
（広島県広島市中区橋本町5-11）

石川県青少年総合研修センター （石川県金沢市常盤町212-1）
〈第4回のみ〉金沢市異業種研修会館 （金沢市打木町東1400）

カルチャーリゾートフェストーネ
（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1）

ホテルノースシティ
（北海道札幌市中央区南9条西1丁目）

東京第一ホテル岩沼リゾート
（宮城県岩沼市北長谷字切通１-１ グリーンピア岩沼内）

E-mail:osaka@tanabekeiei.co.jp
FAX：06-7177-4021 TEL：06-7177-4001

E-mail:tokyo@tanabekeiei.co.jp
FAX：03-6758-0074 TEL：03-6758-0070

E-mail:kyushu@tanabekeiei.co.jp
FAX：092-434-0404 TEL：092-434-0400

E-mail:chushikoku@tanabekeiei.co.jp
FAX：082-223-1222 TEL：082-223-1113

E-mail:hokuriku@tanabekeiei.co.jp
FAX：076-232-1949 TEL：076-222-6546

E-mail:okinawa@tanabekeiei.co.jp
FAX：098-867-9407 TEL：098-867-9410

E-mail:hokkaido@tanabekeiei.co.jp
FAX：011-222-2597 TEL：011-231-3211

E-mail:chubu@tanabekeiei.co.jp
FAX：052-565-1494 TEL：052-565-1451

E-mail:tohoku@tanabekeiei.co.jp
FAX：022-267-3093 TEL：022-262-1871

E-mail:niigata@tanabekeiei.co.jp
FAX：025-241-2338 TEL：025-245-6511

※開催日、会場等につきましては変更になる場合もございます。予めご了承下さい。

参
加
概
要

■受講対象 ： 幹部、新任幹部、幹部候補の方々
■早期割引 ： 各会場、開催日の３ヵ月前お申込み分まで10％割引 ※その他割引もご用意しておりますので、詳しくはお問合せ下さい。
■申込期限 ： 各会場、開催日の1週間前までにお申込みください。 ※事情により、お申込み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。
■受講取消 ： 1.申込み期限日までの取消につきましては全額返金いたします。  2.申込み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。

■送金方法 ： お申込み後、請求書をお送りいたしますので、請求書に記載の入金期限までにご送金ください。ご入金をもちまして、正式受付とさせて頂きます。
代理受講が不可能な場合は右記の通り取消料を申し受けます。ご了承ください。  ①申込み期限日の翌日から開催日の前日…受講料の40％　②開催日当日…受講料の全額

50名

70名

90名

60名

50名

60名

50名

50名

80名

50名

70名

40名

E-mail

E-mail

E-mail

※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。

ファーストコールカンパニー

2017.6

個人情報のお取扱いについて お申込みはWEBからもできます

詳細はこちらよりご確認ください。 幹部候補生スクール

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、上記のお申込みに関する確認・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。

〈後期の第1回・第2回のみ〉
AP秋葉原（東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター1・4・5F）


