
時　間 所要時間
20分

80分

10分

80分

10分

140分

30分

80分

カリキュラム
オリエンテーション

講義

休憩

講義

休憩

グループディスカッション

終礼・移動

夕食懇親会（情報交流会）

時　間
　9：00～　9：10

　9：10～10：40

10：40～10：50

10：50～11：40

11：40～12：30

12：30～14：40

14：40～15：00

所要時間
10分

90分

10分

50分

50分
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カリキュラム
オリエンテーション

講義

休憩

グループディスカッションつづき

昼食

実習と個別アドバイス

終礼

1日目 2日目

※研修期間中の宿泊費は含みません。

後継経営者の意識と行動　～後継者の帝王学～
財務力を高めるマネジメント　～キャッシュフロー経営の極意～
次代の経営戦略を構築する　～強みを磨いて成長し続ける～
後継経営者の人づくりとコミュニケーション技術　～人事を変えれば会社が変わる～
経営環境と取るべき基本戦略を学ぶ（東京経営戦略セミナーに参加）
夢を叶える！　中期経営計画書のつくり方　～次代のあるべき姿を描く技術～
後継経営者の意志を組織に浸透させる方法　～組織の行動指針をつくる～
"実力後継経営者"としての自分づくり　～自己革新への挑戦～

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回  

2016年  7月  5日（火）・  6日（水）
2016年  8月  2日（火）・  3日（水）
2016年  9月13日（火）・14日（水）
2016年10月  4日（火）・  5日（水）
2016年11月15日（火）
2016年12月13日（火）・14日（水）
2017年  1月17日（火）・18日（水）
2017年  2月21日（火）・22日（水）

テーマ開催テーマ

基本スケジュール

受講料（税別） １人　800,000円 般 １人　900,000円１人　850,000円
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13：00～13：20

13：20～14：40

14：40～14：50

14：50～16：10

16：10～16：20

16：20～18：40

18：40～19：10

19：10～20：30

会場 鉃鋼ビルディング（4F鉃鋼カンファレンスルーム） 25名

2016年 7月5日（火）より開催

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-2

※開催会場の都合上、
　若干変更になる
　可能性がございます。 

定員

開催日程

FAX申込書 下記お申込書ご記入の上、このまま FAX.（03）-6758-0074 まで送信お願いいたします。第47期 後継経営者スクール

申込み日

個人情報のお取扱いについて
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。

ご
参
加
者

ふりがな

所属・お役職

貴社名

お名前
ふりがな

所属・お役職

お名前

E-mail E-mail

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

※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 ： 後継経営者及び後継者（同族・非同族は問いません）　　
■早期割引 ： セミナー開催の3ヵ月前までにお申し込み…10％割引 ※その他割引もご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
■申込期限 ： 開催日の1週間前までにお申込みください。
■申込方法 ： 下記の申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。※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下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

■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。

詳細はこちらよりご確認ください。 後継経営者スクール

〒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  E-mail：tokyo@tanabekeiei.co.jp

東京本部（担当：真鍋・渡邉・千葉）

後
継
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者
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ぐ

　　2016 年　　　　　月　　　　日 該当する□に　  を記入してください。 □ EC会員・FCCトップ会会員 □ NLC会員 □ 一般

EC会員
FCCトップ会会員 一　般N L C

会員
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後継経営者のための、
実践経営学を伝授します。

■   講義
実際の経営現場を知るコンサルタントが
実例に基づいた視点で講義。
さらに、ゲスト講義として成功企業の経営者をお招きし、
実際の経営術に触れていただきます。

■   ディスカッション
同じ悩みを共有し、志を語り合う仲間と、
実習や懇親会を通じて親睦を深めていただけます。
スクール修了後も継続するなど、
学びの同志が得られる機会です。

■   財務知識
自社の決算書分析や事業計画・中期経営計画作成などを
実習として行います。
また、ゲストとして金融機関の方を招き、
財務・法務の視点からも様々な学びを得ていただきます。

経営は
事業で成功して50点
承継ができて1 0 0点である。

　タナベ経営では創業以来、経営コンサルティング会社という立場

から経営者の評価を「事業が成功して50点、承継ができて100点」と

提言し続けて参りました。

　しかしながら、同族経営では、事業承継は20年から30年に一度

発揮される経営技術、非同族の場合でも5年から10年に一度発揮

される経営技術であるが故に、重要と理解していながら緊急度が

低くなり、先送りしやすい経営課題でもあるのです。

　私は、「事業承継ほど重要な事業戦略はない」「事業承継戦略で

は10年事業計画をつくる」と申し上げています。その第一ボタンが

後継経営者自身の教育であり、その内閣、マネジメントチームの育成

にあるのです。弊社では、1979年に全国の「後継経営者」「後継経

営者候補」を対象に「後継経営者スクール」を開校以来、現在まで

に500名を超える後継経営者を当スクールから輩出して参りました。

　ぜひ、全国の同じ境遇、立場の皆様が集うこのスクールを通じて、

切磋琢磨しながら、生涯付き合える経営者仲間、真の勉強仲間を

つくって頂くことを願っております。

若松 孝彦
President and Chief Executive Officer    Takahiko Wakamatsu

株式会社タナベ経営　代表取締役社長

タナベ経営が考える後継経営者育成の
ポイントは、次の「５つの素養」です。

帝王学
（経営者としての哲学）

事業センスの発揮
（会社の真の強みの理解）

財務力
（キャッシュフロー・投資判断・

中期経営計画の技術）

自己革新力
（自立心と主体性の鍛錬）

人づかいと
コミュニケーション力
（感謝と報恩の精神）

1
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第2回講師 第3回講師 第6回講師

現場を熟知するタナベ経営のトップ講師陣が、
事業承継の原理原則を講義いたします。

ゲスト講師による、実践的なレクチャーも充実しています。

日本全国の幅広い世代、立場、地域から
ご参加いただき、学びと交流の輪が広がっています。

1979年の開校以来のノウハウを
余すところなく注ぎ込んだテキストをご用意しています。

第2･7回講師

専務取締役

長尾 吉邦

8ヵ月間、共に学び、共に語り合った
「真の勉強仲間」は、かけがえのない財産となります。

タナベ式経営分析を元にアドバイス 後継経営者としてのロードマップ

参加者の年齢分析 （直近5ヵ年）
30歳未満

30～35歳
未満

35～40歳
未満

40～45歳
未満

45～50歳
未満

50歳以上

16.8%

18.8%

19.8%
19.8%

9.9%

14.9%

タナベ式経営分析を基に個別面談を
実施し、トップコンサルタントからのアド
バイスを通じて自社の現状を正しく理
解し、中期経営計画策定に活かして頂
きます。

８ヵ月間の研修の総まとめとして、後
継経営者としてのロードマップ（自社
と自己のビジョン）を作成。
自己革新の決意を固めます。

3 4

講師紹介

大阪府　小売業［39才］後継経営者（同族）

沖縄県　製造業［27才］ 後継経営者（同族）

愛知県　サービス業［50才］後継者（非同族）

福岡県　飲食業［42才］後継経営者（同族）

後継経営者スクール、大変勉強になりました。
私は経営者になる覚悟や意識もなく会社員人生を過ごして
来ましたが、研修内容もさることながら、このスクール参加の
皆さまの意識の高さを感じられた事は大きな収穫です。
ありがとうございました。

このセミナーでは本当に多くの事を学べて良かったのですが、
それよりも同じ志を持った方々と知りあえたのが、
自分の中で大きな収穫です。
厳しい世の中ですが、みなさんと一緒に
力強く会社を存続させていきたいと思っています。

本セミナーを通じて、後継者の経営スタイルとは何ぞや？ということ
に時間をかけて向き合うことができました。特に、財務面において素人
同然であり、キャッシュフローの大切さを痛感しました。
任せきりにせず、経営者にとって命綱であるという認識を強く
持てました。最後に、私のような若輩者が、先輩の皆様と
一緒に様々なお話をすることができ、大変勉強になりました。
今後ともこの繋がりを大切にしていきたいのでよろしくお願いします。

強みと弱みを認識することで、これから取り組む事柄と期限が
明確になりました。ここで出会った元気なメンバーや、
心強い同僚と共に目標を超えて成長できるようまっすぐ進みます！

金融の専門家から
金融機関との正しい
付き合い方について学ぶ

金融機関の方をお招きします。

後継経営者の先輩から
後継経営者に必要なものとは
何かについて学ぶ

経営者の方をお招きします。

後継経営者が押さえるべき
ビジネス法務の基礎知識を
法律の専門家から学ぶ

専門家の方をお招きします。

中小企業から上場企業まで数百社のコンサル
ティング・教育も行うタナベトップコンサルタントの
１人。事業戦略・収益構造・組織・経営システム
革新に関するコンサルティングなどで実績多数。
【主な著書】
『未来志向型経営』（ダイヤモンド社）

取締役 東京本部長

仲宗根 政則
第6･7回講師

中堅・中小企業の総合的な経営基盤強化を、
収益構造の再構築により達成させる。経営
ビジョン・戦略策定、中期経営計画の策定、
財務・資本政策立案、事業承継戦略構築を
得意とする。

東京本部　副本部長

齋藤 正淑
運営責任者 財務講座

「次代の経営者育成なくして企業なし」を信条と
し、トップコンサルタントとして数多くの実績を
持つ。経営全般の視点と豊富な現場経験に基づく
具体的なアドバイスは、クライアント企業から
大きな信頼を得ている。
【主な著書】
『社長を受け継ぐ』（ダイヤモンド社）

第3回講師

常務取締役

中村 敏之

経営者とベストパートナーシップを組み、中短期
の経営戦略構築・協力推進し、オリジナリティー
あふれる増益企業へとコンサルティングする
ことが信条。
【主な著書】
『企業盛衰は「経営」で決まる』
（ダイヤモンド社）

代表取締役会長

田辺 次良

1998年タナベ経営代表取締役社長、2009年
同社代表取締役会長に就任。創業者である田辺
昇一より経営のバトンを受け継いだ後、自身も
事業承継を経験。経営を「譲り受ける側」と「譲る
側」の両方の体験に基づき、次代の経営者に求め
られるものとは何かについて 提言する。 
【主な著書】　
『先見力と決断力』（ダイヤモンド社）
『社長が変らなければ、会社は変らない』、
『やらせてみなはれ』（共にプレジデント社）

タナベ経営のトップとしてその使命を追求しながら、
経営コンサルタントとして指導してきた会社は、
業種を問わず上場企業から中小企業まで約1000
社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファースト
コールカンパニーはもちろん金融機関からも多く
の支持を得ている。
【主な著書】
『100年経営』、『戦略をつくる力』、
『甦る経営』（共にダイヤモンド社）

代表取締役社長

若松 孝彦
スクール総括責任者 基本講義第１回講師

北海道から沖縄まで、全国の後継経営者が一堂に
会し共に学びます。「後継経営者」としての境遇・
使命感に共感があることで、
先輩・後輩の垣根を越えて、学びの
意欲を互いに高めていく効果が
生まれます。
また、8ヵ月間に渡って、
互いに切磋琢磨を
していくことから、
このスクールでの
出会いが生涯の
財産となります。

※年齢はご参加当時のものです。
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きます。

８ヵ月間の研修の総まとめとして、後
継経営者としてのロードマップ（自社
と自己のビジョン）を作成。
自己革新の決意を固めます。

3 4

講師紹介

大阪府　小売業［39才］後継経営者（同族）

沖縄県　製造業［27才］ 後継経営者（同族）

愛知県　サービス業［50才］後継者（非同族）

福岡県　飲食業［42才］後継経営者（同族）

後継経営者スクール、大変勉強になりました。
私は経営者になる覚悟や意識もなく会社員人生を過ごして
来ましたが、研修内容もさることながら、このスクール参加の
皆さまの意識の高さを感じられた事は大きな収穫です。
ありがとうございました。

このセミナーでは本当に多くの事を学べて良かったのですが、
それよりも同じ志を持った方々と知りあえたのが、
自分の中で大きな収穫です。
厳しい世の中ですが、みなさんと一緒に
力強く会社を存続させていきたいと思っています。

本セミナーを通じて、後継者の経営スタイルとは何ぞや？ということ
に時間をかけて向き合うことができました。特に、財務面において素人
同然であり、キャッシュフローの大切さを痛感しました。
任せきりにせず、経営者にとって命綱であるという認識を強く
持てました。最後に、私のような若輩者が、先輩の皆様と
一緒に様々なお話をすることができ、大変勉強になりました。
今後ともこの繋がりを大切にしていきたいのでよろしくお願いします。

強みと弱みを認識することで、これから取り組む事柄と期限が
明確になりました。ここで出会った元気なメンバーや、
心強い同僚と共に目標を超えて成長できるようまっすぐ進みます！

金融の専門家から
金融機関との正しい
付き合い方について学ぶ

金融機関の方をお招きします。

後継経営者の先輩から
後継経営者に必要なものとは
何かについて学ぶ

経営者の方をお招きします。

後継経営者が押さえるべき
ビジネス法務の基礎知識を
法律の専門家から学ぶ

専門家の方をお招きします。

中小企業から上場企業まで数百社のコンサル
ティング・教育も行うタナベトップコンサルタントの
１人。事業戦略・収益構造・組織・経営システム
革新に関するコンサルティングなどで実績多数。
【主な著書】
『未来志向型経営』（ダイヤモンド社）

取締役 東京本部長

仲宗根 政則
第6･7回講師

中堅・中小企業の総合的な経営基盤強化を、
収益構造の再構築により達成させる。経営
ビジョン・戦略策定、中期経営計画の策定、
財務・資本政策立案、事業承継戦略構築を
得意とする。

東京本部　副本部長

齋藤 正淑
運営責任者 財務講座

「次代の経営者育成なくして企業なし」を信条と
し、トップコンサルタントとして数多くの実績を
持つ。経営全般の視点と豊富な現場経験に基づく
具体的なアドバイスは、クライアント企業から
大きな信頼を得ている。
【主な著書】
『社長を受け継ぐ』（ダイヤモンド社）

第3回講師

常務取締役

中村 敏之

経営者とベストパートナーシップを組み、中短期
の経営戦略構築・協力推進し、オリジナリティー
あふれる増益企業へとコンサルティングする
ことが信条。
【主な著書】
『企業盛衰は「経営」で決まる』
（ダイヤモンド社）

代表取締役会長

田辺 次良

1998年タナベ経営代表取締役社長、2009年
同社代表取締役会長に就任。創業者である田辺
昇一より経営のバトンを受け継いだ後、自身も
事業承継を経験。経営を「譲り受ける側」と「譲る
側」の両方の体験に基づき、次代の経営者に求め
られるものとは何かについて 提言する。 
【主な著書】　
『先見力と決断力』（ダイヤモンド社）
『社長が変わらなければ、会社は変わらない』、
『やらせてみなはれ』（共にプレジデント社）

タナベ経営のトップとしてその使命を追求しながら、
経営コンサルタントとして指導してきた会社は、
業種を問わず上場企業から中小企業まで約1000
社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファースト
コールカンパニーはもちろん金融機関からも多く
の支持を得ている。
【主な著書】
『100年経営』、『戦略をつくる力』、
『甦る経営』（共にダイヤモンド社）

代表取締役社長

若松 孝彦
スクール総括責任者 基本講義第１回講師

北海道から沖縄まで、全国の後継経営者が一堂に
会し共に学びます。「後継経営者」としての境遇・
使命感に共感があることで、
先輩・後輩の垣根を越えて、学びの
意欲を互いに高めていく効果が
生まれます。
また、8ヵ月間に渡って、
互いに切磋琢磨を
していくことから、
このスクールでの
出会いが生涯の
財産となります。

※年齢はご参加当時のものです。



カリキュラム

2016年7月5日（火）・6日（水）

後継経営者の意識と行動
～後継者の帝王学～

「後継経営者の意識と行動原則」
代表取締役会長　田辺 次良

「タナベ流自社の
現状認識手法」
～事業承継は新築ではなくリフォームである～
代表取締役社長　若松 孝彦

「経営資源の総点検」

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

　

講義

討議

1日目

実習

「バランスシートの本質」
財務講座2日目

「自社の経営資源の総点検」

第1回 
2016年8月2日（火）・3日（水）

財務力を高めるマネジメント
～キャッシュフロー経営の極意～

「後継経営者が理解しておくべき
経営指標」
専務取締役　長尾 吉邦

「ある会社の財務戦略を立案する」

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

　

講義

討議

1日目

ゲスト講義

ゲスト講義

「資金繰りの本質」
財務講座

実習

「銀行との正しい付き合い方」
ゲスト講師：金融機関の方を講師として
 お招きしております。

ゲスト講義2日目

「自社決算書分析」

第2回 
2016年9月13日（火）・14日（水）

次代の経営戦略を構築する
～強みを磨いて成長し続ける～

「次代をつくる事業戦略の設計」
常務取締役　中村 敏之

ゲスト講師をお招きし、
講義を行っていただく予定です。

「事業戦略の構築」

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

　

講義

討議

討議

1日目

「投資と財務」
財務講座2日目

「事業計画と資金繰り」

第3回 
2016年10月4日（火）・5日（水）
後継経営者の人づくりと
コミュニケーション技術
～人事を変えれば会社が変わる～

「成長の壁を突破する組織戦略」
代表取締役社長　若松 孝彦

「組織戦略とコミュニケーション」

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

講義

討議

1日目

「わが社の人事制度」
情報交換

討議

「中期経営計画の作り方」
財務講座2日目

「中期経営計画と投資戦略」

第4回 

2016年11月15日（火）

経営環境と取るべき
基本戦略を学ぶ

「来期の経営環境と基本戦略」
「来期の事業戦略の展開策」
「来期の経営戦略の展開策」

講義

第5回 
2016年12月13日（火）・14日（水）

夢を叶える！　
中期経営計画書のつくり方
～次代のあるべき姿を描く技術～

「未来をつくる中期ビジョン」
取締役 東京本部長　仲宗根 政則

「中期経営計画づくり」

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉
　

講義

ケーススタディ

討議

1日目

ゲスト講師をお招きし、
講義を行っていただく予定です。

2日目

「事業戦略の設計」

第6回 
2017年1月17日（火）・18日（水）

後継経営者の意志を
組織に浸透させる方法
～組織の行動指針をつくる～

「後継経営者の意志を
組織に浸透させる技術」
専務取締役　長尾 吉邦

「自社の中期経営計画づくり」
〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

　

講義

講義

討議

実習

情報交換

1日目

「後継経営者のための
経営方針のつくり方」
取締役 東京本部長　仲宗根 政則

2日目

「自社の方針書づくり」

第7回 

全8回・各一泊二日にわたって、
中身の濃いレクチャーが繰り広げられます。

2017年2月21日（火）・22日（水）

"実力後継経営者"としての
自分づくり
～自己革新への挑戦～

「ロードマッププレゼンテーションと
アドバイス」
後継経営者としてのロードマップ
（自社と自己のビジョン）を発表し決意表明する

〈夕食懇親会（悩みを共有し、志を語り合う）〉

成果発表

総合まとめ

1日目

「後継経営者としての
自己革新」
代表取締役社長　若松 孝彦

2日目

修了式

第8回 

(経営戦略セミナーに参加)
会場/ロイヤルパークホテル

「自社の方針書」

講義

5 6

事例を交えた実践具体策などを
タナベトップコンサルタントが提言
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時　間 所要時間
20分

80分

10分

80分

10分

140分

30分

80分

カリキュラム
オリエンテーション

講義

休憩

講義

休憩

グループディスカッション

終礼・移動

夕食懇親会（情報交流会）

時　間
　9：00～　9：10

　9：10～10：40

10：40～10：50

10：50～11：40

11：40～12：30

12：30～14：40

14：40～15：00

所要時間
10分

90分

10分

50分

50分

130分

20分

1

2

3

4

5

6

7

カリキュラム
オリエンテーション

講義

休憩

グループディスカッションつづき

昼食

実習と個別アドバイス

終礼

1日目 2日目

※研修期間中の宿泊費は含みません。

後継経営者の意識と行動　～後継者の帝王学～
財務力を高めるマネジメント　～キャッシュフロー経営の極意～
次代の経営戦略を構築する　～強みを磨いて成長し続ける～
後継経営者の人づくりとコミュニケーション技術　～人事を変えれば会社が変わる～
経営環境と取るべき基本戦略を学ぶ（東京経営戦略セミナーに参加）
夢を叶える！　中期経営計画書のつくり方　～次代のあるべき姿を描く技術～
後継経営者の意志を組織に浸透させる方法　～組織の行動指針をつくる～
"実力後継経営者"としての自分づくり　～自己革新への挑戦～

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回  

2016年  7月  5日（火）・  6日（水）
2016年  8月  2日（火）・  3日（水）
2016年  9月13日（火）・14日（水）
2016年10月  4日（火）・  5日（水）
2016年11月15日（火）
2016年12月13日（火）・14日（水）
2017年  1月17日（火）・18日（水）
2017年  2月21日（火）・22日（水）

テーマ開催テーマ

基本スケジュール

受講料（税別） １人　800,000円 般 １人　900,000円１人　850,000円

1

2

3

4

5

6

7

8

13：00～13：20

13：20～14：40

14：40～14：50

14：50～16：10

16：10～16：20

16：20～18：40

18：40～19：10

19：10～20：30

会場 鉃鋼ビルディング（4F鉃鋼カンファレンスルーム） 25名

2016年 7月5日（火）より開催

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-2

※開催会場の都合上、
　若干変更になる
　可能性がございます。 

定員

開催日程

FAX申込書 下記お申込書ご記入の上、このまま FAX.（03）-6758-0074 まで送信お願いいたします。第47期 後継経営者スクール

申込み日

個人情報のお取扱いについて
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。

ご
参
加
者

ふりがな

所属・お役職

貴社名

お名前
ふりがな

所属・お役職

お名前

E-mail E-mail

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

※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 ： 後継経営者及び後継者（同族・非同族は問いません）　　
■早期割引 ： セミナー開催の3ヵ月前までにお申し込み…10％割引 ※その他割引もご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
■申込期限 ： 開催日の1週間前までにお申込みください。
■申込方法 ： 下記の申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。※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下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

■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。

詳細はこちらよりご確認ください。 後継経営者スクール

〒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  E-mail：tokyo@tanabekeiei.co.jp

東京本部（担当：真鍋・渡邉・千葉）
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　　2016 年　　　　　月　　　　日 該当する□に　  を記入してください。 □ EC会員・FCCトップ会会員 □ NLC会員 □ 一般

EC会員
FCCトップ会会員 一　般N L C

会員


