
尖端技術研究会
尖端技術で人材不足を吹き飛ばせ！

国内の尖端技術企業視察

シリコンバレー企業視察
+人材不足で

悩まれている
製造業さま向け

人材不足で
悩まれている
製造業さま向け
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ピンチをチャンスに、
人員数ハーフモデルへの挑戦
人材不足×先端技術 ＝ 
人員数半分でのビジネスモデルづくり

～人材不足を人で解決する考え方からの脱却～

今現在の労働力が35%も減る時代（2050年）に向けて、先端技術を導入した経営・ビジネスモデルのあり方

が求められています。問題が表面化する前に、先だって先端技術を取り入れ自社のビジネスモデルを変革する。

そのためにも、先端技術を中心に現地・現物・現品を生で視察し、自社への活用方法を共に考えましょう。

売り手市場の採用環境

労働力不足に伴う過負荷状態

生産性向上に向けた次なる一手

国内企業が
抱える課題

人の問題を人で解決しない

本質的対策となる
3 つの考え方

人員数
ハーフモデル
への挑戦

先端技術
ビジネスモデル

人口 :1億人以下
2050年

（現在の人口から▲25％）
35% 人口 :5,000万人

現在の人口から

▲35％

15～64歳

2 050 年の人口構造

日本の総人口 高齢化率 生産年齢人口

先端技術・ITを取り入れることを
前提とした対策を講じる

社員の能力を最大限引き出す
ための投資検討を行う
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3Dプリンタ

自動化工場

3Dスキャナー

3D設計技術

ディープラーニング

画像認識技術自動倉庫

FA搬送技術
AI

IoT協働RB3Dプリンタ

自動化工場

3Dスキャナー

3D設計技術

ディープラーニング

画像認識技術自動倉庫

FA搬送技術
AI

IoT協働RB

先端技術を用いた爆発的に
生産性を高めるノウハウ

先端技術は人のパフォーマンスを

最大限に引き出すパートナー。

先端技術を取り入れた企業の施策と

考え方を現場で学びます。 ビジネスマッチングも可能
スピーディーな投資判断が

その場でできる

先端技術を持った企業とのアライアンス

戦略が、技術導入の鍵になります。

自社への活用がすぐにできる企業を

中心に視察します。
先端技術の生みの親と
なっているシリコンバレーの
現地企業から直接学ぶ

シリコンバレーへ企業視察を行います。

あらゆる先端技術を生み出している

現地へ行き、肌で感じましょう。

POINT OF STUDY / 01

POINT OF STUDY / 03

POINT OF STUDY / 02

POINT OF STUDY他社とは違う
尖った技術を磨く



海外視察を通じて学んだポイント

先端技術は人のパフォーマンス
を最大限引き出すツールである。

「人不足」と真正面から向き合い、生産性を
向上させる先端技術検討が全企業に必要。

現状認識のためのデータ取得に
おけるスピードアップとコスト
ダウンが爆発的に向上している。

データを用いてこれまで分析できなかった
事実を掴み、これまでにないスピードで対
策を打つことが出来る環境が整っている。

先端技術を戦略に取り入れる
ことのできない企業は大きな
リスクを抱えてしまう。

先端技術ありきでの戦略を描き、これまで
できなかったビジネスモデルを構築する。

Point.1 Point.2

日本では考えられないスピードで
技術革新と、その実用化が
ここでは起きています。

Data acquisition Next  strategyAdvanced technology

Point.3

Microsoft

2018年1月のシリコンバレー企業視察では、名だたるIT企業から先
端技術を軸に急成長しているベンチャー企業、AIへ投資をしているベ
ンチャーキャピタルまで、幅広い視察とビジネスマッチングが実現し
ました。
3DプリンタやAI、VR・AR・MRも驚くほどの進化を遂げており、現地
視察を行うことでリアルに先端技術の今を感じることができました。

State of California

Silicon Valley
HP

Google

Silicon Valley Company Visit Report

SIGHT MACHINE

Carbon

Micro Soft

bootstrap labs

Docu Sign



あらゆる先端技術を生み出すシリコンバレー、日本では得ることのできない

企業視察が、ここではできます。今期のテーマは、「人不足を補う技術」。
このテーマに即した先端技術企業をシリコンバレーでも視察し、勉強で終わる

ことなく、ビジネスマッチングまでを行います。

過去の成功体験を捨てて、
先端技術を軸としたビジネスモデルを
現場から生み出しましょう。

工場視察や技術者からの
説明を通じて、最先端と
触れ合うことが可能です。

02RECOMMEND POINT

視察先もパートナー企業を
求めています。実際の
ビジネスマッチングも
サポートいたします。
（現地アテンドとの繋ぎ合わせ）

RECOMMEND POINT03

技術の説明だけでなく、
先端技術を用いた事例が
各視察先から学べます。

RECOMMEND POINT01



IoTIoT
全6回 53万円＋税

※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・・・午後開始
◎第3回・・・・・・・・・・・・アメリカ視察につき
　　　　　　　　　  別途お問い合わせください。

※ 第3回ご参加の場合は
　 別途お問い合わせください

タナベ経営 尖端技術研究会チーム

1
2018年

開催場所：大阪
9/25（火） 2

2018年

開催場所：東京
11/21（水） 3

2019年

アメリカ視察

1/27（日）～
2/1（金） 4

2019年

開催場所：東京
3/18（月） 5

2019年

開催場所：未定
5/28（火） 6

2019年

開催場所：未定
7/30（火）

※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フォーラム2019
（全国10会場にて2019年6月・7月に開催予定）

※ 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

経営者および執行役員 など

（全6回通し）

1 回

全6回通し

530,000
50,000

480,000

30名様

※第3回の海外視察費用は、昼食代・バス移動費・懇親会費は料金に含まれます。（アメリカまでの旅費と現地の宿泊費・夕食費は各自ご負担いただきます。）

1回目～2回目
（社長）

3回目
（経営幹部）

4回目～6回目
（社長）

リーダー

森重 裕彰
アドバイザー

槇本 康範
コーディネーター

松本 順行

株式会社タナベ経営　中四国支社 行 FAX  082-223-1222
尖端技術研究会 申込書

chushikoku@tanabekeiei.co.jp

全6回 48万円＋税

各1回
第1回

第2回
第3回

第4回

第5回
第6回

※第3回ご参加の場合は別途お問い合わせください。
※全6回は、FCCフォーラムの参加費を含みます。

5万円＋税

2018.12

【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

〒730-0016 広島市中区幟町13-4 広島マツダビル10F
 〈TEL〉082-223-1113  〈FAX〉082-223-1222

株式会社タナベ経営 中四国支社

※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。


