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次世代経営⾰新塾の狙い・⽬的

次世代経営⾰新塾の全体像

●１０年先も⾶躍する会社経営を⽬指し、経営者としての
総合能⼒を磨き、現状を⾰新していく⼒を⾝に付ける。
●経営のフレームワーク・ビジネスモデルを理解し、実践
できるようにする。
●苦難を乗り越え成功を収めた企業経営者を招き、対話を
通じて経営の真髄に迫る。

会⻑・副会⻑・メイン講師
《一般財団法人中部生産性本部》
会 長
小倉
忠 （㈱ノリタケカンパニーリミテド 取締役会長）
副会長
安川 彰𠮷 （愛知製鋼㈱ 元会長）
副会長
石黒
武 （大同特殊鋼㈱ 取締役社長）
副会長
冨成 義郎 （東邦ガス㈱ 取締役会長）
副会長
鶴岡 光行 （全トヨタ労働組合連合会 会長）
副会長
鈴置 保雄 （愛知工業大学 教授）

経営シミュレーション

第１回

ビジネスリーダーとしての「志」を立てる
マインドセットの場

第２回
第３回
第４回
第５回

大学卒業後、大手通信建設会社・金融系システム会社に勤務し、
１９９６年より㈱マネジメントサービスセンター。執行役員・取締役を歴
任。現在に至る。

2022/8/30(⽕)
10︓00〜18︓00

第１回

リーダーシップ

第２回

第６回

第７回

第３回

戦略策定１（モノ・サービス）

●定義と構造

●⽬的の確認

●ロジカルシンキング

事実に基づく現状把握を心がけ、思い込
みや先入観に捕らわれない分析をする

本プログラムの狙いを解説し、最終的な
ゴールを明確にする

ロジカルシンキング（ロジックツリー）
を用いて、問題を構造化する手法を学ぶ

●経営者が発揮すべきリーダーシップ

●仮説思考

題が、同様に他の企業でも起きていることを

安藤 仁志 ⽒

知れたこと、また全く違う業界のやり⽅に多く

第４回

2022/11/28(⽉)
10︓00〜18︓00

戦略策定２（ヒト・カネ）

第５回

2022/12/23(⾦)
10︓00〜18︓00

実行計画（マーケティング）

のヒントや気づきを得られたことでした。

2023/1/30(⽉)
10︓00〜18︓00

第６回

ビジョンメイク

第７回

■数字に強くなる
■⼈を動かす

■売れる仕組みを作る
■市場に働きかける

■挑戦する
■道標を⽰す

■宣⾔する

ビジネスリーダーの意思決定を助ける
各種経営指標や会計知識を身につけ、意
思決定の質を向上させる

●経営者に必要な計数感覚

●マーケティングプロセス

●ビジョンメイク

●プレゼン

●全社戦略

●組織マネジメント

●マーケティングミックス

●実⾏計画

●感想交流

各種フレームワーク（ＳＷＯＴ、３Ｃ、ＰＰＭ
など）を学び、活用できるようトレーニ
ングする

●事業戦略

各種フレームワーク（ＰＬＣ、５Ｆ、ＶＣなど）を
学び、活用できるようトレーニングする

●ケーススタディ

企業の事例についてグループワークを
通じて議論する

戦略的な人的資源管理の仕組みとポイ
ントを学ぶ

●影響⼒の発揮

組織をリードする為のエッセンスを学
ぶ

●ケーススタディ

セグメンテーション～ターゲティング
～ポジショニングと、マーケティング活
動一連のプロセスと実施方法を学ぶ

マーケティングプロセスの実践の中で、
複数のマーケティングを組み合わせる
手法を学ぶ

●ケーススタディ

企業の事例についてグループワークを
通じて議論する

企業の事例についてグループワークを
通じて議論する

これまで学んだノウハウやフレームワ
ークを活用し、自社がこれから進むべき
方向を定め、ビジョンを描く

策定したビジョンに対する実行計
画を立てる。ビジョンと実行計画は持ち
帰りの宿題とし、最後の成果発表の場
で、最終版のプレゼンテーションを行う

●プレゼンテーション準備

2023/2/24(⾦)
10︓00〜18︓00

成果発表（プレゼンテーション）

策定するレイヤーによる戦略の種別と
位置づけを把握する（全社視点～個人目
標まで）

自社の方針発表。講師・参加者からの講
評。質疑応答（時間配分は受講人数に応
じて変更）

本プログラムを通じての自身の変化・成
長を共有する

●まとめ

質疑応答と自分達のこれからについて
情報を共有する

第７回の成果発表時のために、効果的なプ
レゼンテーションの方法について学ぶ

●修了証授与
●閉塾挨拶
一般財団法人中部生産性本部
会長 小倉 忠
※中部生産性本部から役員の同席を予定

ゲスト経営者を囲んでの⾞座トーク

ゲスト経営者を囲んでの⾞座トーク

㈱東海理化

リンナイ㈱

マインド編

で頭を抱えていたこととほとんど変わらない問

代表取締役社⻑

なり、良い経験をさせていただきました。

本プログラムの狙いと自身の現状を踏
まえてゴールを明確に設定する

氏

ちろん、参加して⼀番の収穫は、普段⼀⼈

また、アウトプットしたものを共有・相談する

●⽬標設定

二之夕裕美

⾃社に対する実践と成果発表での発⾒はも

仲間ができたことは、私⾃⾝の１つの財産と

2022/11/4(⾦)
10︓00〜18︓00

●環境変化

代表取締役社長
社長執行役員

もらいました。

安藤㈱

保することは、⾮常に有意義でした。

⼤塚 有企朗 ⽒

目指す姿を宣言する場

●開塾挨拶
一般財団法人中部生産性本部
会長 小倉 忠

企業の事例についてグループワークを
通じて議論する

で発表し、講師の⽅も含めてフィードバックを

や図にアウトプットしていく時間を集中して確

㈱オーツカ

成果発表

■将来を⾒据える
■⼤きな絵を描く

事前課題のアウトプットを通じ、自身の
リーダーシップの傾向を認識。自己の強
み・弱みを把握し、今後の啓発に役立てる

当てはめて実践・分析を⾏い、受講者同⼠

必要があるか︖を真剣に考え、それを⽂字
専務取締役

■問題を構造化する
■現状を正しく認識する

●ケーススタディ

本経営塾では、毎回⼿法を学び、⾃社に

ありました。①経営者として会社⽅針というも
社を引っ張っていく⽴場の仲間です。

ビジョンメイク

■変⾰を推進する
■「志」をたてる

●能⼒の棚卸し

本研修を通して、⼤きく２つ得られたものが
のを本気で考える時間、②異業種含めた会

自身の将来像・自組織の目指す姿を描く場

2022/9/26(⽉)
10︓00〜18︓00

ロジカルシンキング（ピラミッドストラ
クチャー）を用いて、構造化した問題に
対して、解決策を具現化する手法を学ぶ

第９期 参加者の声

現状分析（問題解決）
戦略策定１（モノ・サービス）
戦略策定２（ヒト・カネ）
実⾏計画（マーケティング）

将来、会社をどうしていきたいか︖どうしていく

現状分析（問題解決）

自分達の立場と役割、組織から期待され
る事を話し合う

※2019 年の開催の様⼦です。

ビジネスリーダーに必須の経営スキルを
習得する場

《メイン講師》
㈱マネジメントサービスセンター（ＭＳＣ）
三村 修司
理事コンサルタント

リーダーシップ

代表取締役社長
社長執行役員

ゲスト経営者を囲んでの⾞座トーク
日本特殊陶業㈱

内藤 弘康

氏

ス キ ル 編

代表取締役会長

尾堂 真一

氏

実 践 編

