
携帯電話、スマートフォンからも
お申込みできます。

申込方法

1

2

FCCフォーラム

WEBからのお申込み

メールからのお申込み

詳細もこちらから
ご覧いただけます。

テレワーク・在宅中でもできる

申込事項をご記入の上

soken@tanabekeiei.co.jp
にメールをお送りください。

3 FAXからのお申込み
下記申込事項をご記入の上FAXを送信してください。

FCCフォーラム2020　FAX申込書

１人　30,000円
受講料（税別）

PC・タブレット・スマートフォンによるオンデマ
ンド形式での受講となります。視聴開始日にご
参加者のメールアドレス宛にURL・ID・PWを
発行させていただきます。
経営者・後継者・取締役・執行役員・事業部長など
視聴開始日の3日前までに左記の方法でお申し
込みください。
URL・ID・PWの発行後のキャンセルは、お受け
出来ません。
お申し込み後、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、正式受付とさせてい
ただきます。

注意事項
・ファーストコールカンパニーフォーラム2020はオンデマンド配信でのみ実施いたします。
・アカウントごとに参加者の設定をいたします。アカウントの譲渡や複数名での使いまわ
しは固く禁じます。
・別途オリジナルテキストを連絡窓口ご担当者様宛に参加者人数分郵送にてお送りいた
します。

■受講方法：

■受講対象：
■申込方法：

■キャンセル：

■送金方法：

貴社名 貴社長名 お申込み内容

所在地（〒　　　　－　　　　） 業種 年商

TEL（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　FAX（　　　　　　）　　　　　　－

所属・お役職

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

ご
参
加
者

連
絡
窓
口
ご
担
当
者

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

ふりがな
お名前

E-mail

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

所属・お役職

ふりがな
お名前

E-mail

FAX 06-7177-4028 申込日　　20　　　年　　　月　　　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。

ご視聴者の変更　　・　　新規お申込み

視聴期間：6/15月～7/31金 申込期限：6/30火

※6/15㊊以降の申し込みにつきましても、視聴期限は7/31㊎までとなります。



緊急提言①
「いざ、反転攻勢へ」

1 代表取締役社長 若松 孝彦
「今こそ、経営者リーダーシップの発揮を」

2 取締役副社長 長尾 吉邦
「反転攻勢への6つの指針」

3 常務取締役 中村 敏之
「反転攻勢への新しい事業戦略」

4 常務取締役 南川 典大
「反転攻勢への新しい戦略技術」

5 取締役 藁田 勝
「反転攻勢への新しい経営技術」

6 取締役 仲宗根 政則
「反転攻勢への新しい組織と人材モデル」

7 本部長 鈴村 幸宏
「生き抜くための事業継続リスク判断とキャッシュフロー戦略」

緊急提言②
「反転攻勢への FCCメソッド」

8 執行役員 槙本 康範
「事業戦略からキャッシュフロー再生を実現する ～ターンアラウンドメソッド」

9 部長 丹尾 渉
「事業トランスフォーメーションを実現する ～成長M&A推進メソッド」

10 執行役員 奥村 格
「営業・現場・働き方のDX戦略 ～デジタルシフトメソッド」

11 執行役員 高島 健二
「グループ経営を支える“社長”を育てる ～グループ経営者育成メソッド」

12 執行役員 福元 章士
「グループ経営のガバナンスを強化する ～グループ経営システム構築メソッド」

13 執行役員 飯田 和之
「競争優位性を確実に届ける ～ブランドプロモーションメソッド」

14 本部長代理 近藤 正晴
「現場改善で収益構造を抜本改革する ～生産性カイカクメソッド」

15 本部長代理 武政 大貴
「デジタルツールを活用した生産性向上　～リモートがDXを加速させる～」

16 執行役員 川島 克也
「人材の最適化に向けたHR戦略を推進する～戦略人事メソッド」

17 本部長代理 大森 光二
「人材の採用・育成・配置を０ベースで見直す ～人材配置メソッド」

18 執行役員 保木本 正典
「オリジナルLMSによるラーニングイノベーション ～アカデミーメソッド」

「未来投資へ挑む」

19 執行役員 村上 幸一　～アフターコロナに挑む～ 「未来投資」 

ゲ

ス

ト

20 BIJIN&Co. 株式会社
代表取締役 田中 慎也 様 31 株式会社マクアケ

代表取締役社長CEO 中山 亮太郎  様

21 株式会社OKAN
代表取締役CEO 沢木 恵太 様 32 ベルフェイス株式会社

代表取締役 中島 一明 様

22 株式会社リーディング・ソリューション
代表取締役 中田 義将 様 33 株式会社八天堂

代表取締役社長 森光 孝雅 様

23 キューアンドエーワークス株式会社
代表取締役社長 池邉 竜一 様 34 仙台ターミナルビル株式会社

代表取締役社長 松﨑 哲士郎 様

24 Sansan 株式会社
取締役 田中 陽 様 35 株式会社小野組

代表取締役社長 小野 貴史 様

25 akippa 株式会社
代表取締役社長 CEO 金谷 元気 様 36 株式会社トーケン

代表取締役社長 根上 健正 様

26 Chatwork 株式会社
代表取締役CEO兼 CTO 山本 正喜 様 37 トラスコ中山株式会社

代表取締役社長 中山 哲也 様

27 株式会社 TRINUS
代表取締役 佐藤 真矢 様 38 株式会社桑原組

代表取締役社長 桑原 明夫 様

28 ユナイトアンドグロウ株式会社
代表取締役社長 須田 騎一朗 様 39 株式会社西部技研

代表取締役社長 隈 扶三郎 様

29 株式会社 i-plug
代表取締役 CEO 中野 智哉 様 40 株式会社オーレック

代表取締役社長 今村 健二 様

30 株式会社アクアビットスパイラルズ
代表取締役CEO 萩原 智啓 様

ファーストコールカンパニー　  フォーラム2020コンテンツ

100年先も顧客から真っ先に声を
かけられる企業を研究し、約2500
名以上の経営者・経営幹部の方にご
参加いただきその条件と、ビジネス
モデルを学ぶフォーラムです。

タナベ経営のコンサルタントが現場
で実践してきた成果のメソッドを元
に共同執筆した研究論文のオリジナ
ルテキストを郵送にてお送りします。

全国10拠点で開催予定でしたセミナー、
基調講義、ゲスト対談を全会場分（41コ
ンテンツ）ご視聴いただけます。
パソコン、タブレット、スマートフォン
にて視聴可能です。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、この度、2020年6月・7月に全国10拠点で開催予定でしたファースト
コールカンパニーフォーラム2020についてオンデマンド配信でご視聴いただけるサービスをご提供させてい
ただきます。

ファーストコールカンパニー
フォーラムとは

先進企業・異業種企業の
事例を掲載した

オリジナルテキストを進呈
各種プログラムを
オンデマンドにて視聴

POINT 1 POINT 2 POINT 3

WEBセミナー
オンデマンド配信でどこでも視聴可能に「いざ反転攻勢へ」

コロナショックがいつ終息するかを予測することに意味はありません。

確実なのは、コロナショック後に社会、経済、経営、顧客の価値観が変わることです。

私たちリーダーは、「未来を予測するのではなく、 自ら未来を創り出す」必要があります。

新しい価値観へと自らを変化させながら、コロナショックで傷んだ社会と会社に

息を吹き込み、攻勢へと転じるリーダーシップが求められているのです。

第1部は、「いざ、反転攻勢へ」と題し、短期の戦略具体策を緊急提言いたします。

「未来投資へ挑む」
第2部は、FCC FORUM 2020のテーマ「未来投資」戦略を提言いたします。

企業の未来を創るための戦略投資とは何か、いま何に投資すべきか。

日本を代表する経営トップや数多くのファーストコールカンパニーの事例から学び、

社会・顧客・社員にとって魅力ある会社づくりにお役立ていただけるものでございます。

 「経営を止めない。経済を止めない。」

ステークホルダーに責任を持つすべての経営者にとって、

実のあるフォーラムにしていただけると確信しております。

＊コンテンツ内容は変更となる場合がございます、予めご了承ください。


