
 

 

 

 

 

本フォーラムは、企業経営の中枢を担う熟練・中堅・初心 各層の戦略スタッフが一堂に会し： 

５年後・１０年後の企業ビジョンを念頭におき、戦略的視点と問題意識、「悩み共有の精神」をもち、 
実践レベルで経営課題を徹底的に討議する、『相互研鑽』・『相互啓発』の場です。 

≪2014 年 4 月～2015 年 3 月：全 12 回例会（全体会＆分科会）で知的・人的交流を推進≫ 

◆第 1 回例会：4 月25 日（金）13:00～18:30 会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：日立製作所における交通ビジネスのグローバル展開 

            ～英国市場への挑戦とビジネスモデルの変革～ 

 ◇ゲスト：株式会社 日立製作所 技監 鈴木 學 氏 

        

 

 

 
 

   
◇オリエンテーション（分科会の進め方など）＆名刺交換・交流会 
 

■本例会は正式入会をご検討中の方の「体験参加」が可能です。詳細は申し込みページをご参照下さい。■ 
 

◆第 2回例会：5 月 23 日（金）13:30～ 24 日（土）11:30   会場：静岡県 東レ総合研修センター （予定） 

◇進行案：全メンバー交流を目的とした『全体会』と『分科会』 （詳細スケジュールは別途ご案内いたします。） 

※メンバー交流シートを活用して経営戦略立案組織・推進機能・役割などのケース交流と分科会研究テーマ選定 
 

◆第 3回例会：6 月 18 日（水）13:00～17:00  全体会＆分科会   会場： 麹町「弊会セミナールーム」 

  ◇全体会：企業における産学連携活動 - ＣＫプロジェクトの事例 -  

  ◇ゲスト：キヤノン株式会社 総合 R&D 本部 医用イメージング推進プロジェクト 担当部長 宮崎 康子 氏 
 

◆第 4回例会：7 月 16 日（水）13:00～17:00  全体会＆分科会  会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：企画テーマ例会 （予定） 
     ※分科会進行状況、メンバー関心事などを踏まえてテーマを企画いたします。弊会他研究交流部会との合同開催なども想定。 

 

◆第 5回例会：8 月 27 日（水）13:00～17:00  全体会＆分科会  会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：デンソーにおけるグローバル戦略とマネジメント 

◇ゲスト：株式会社 デンソー 経営企画部 担当部長 北原 敬之 氏 
 

◆第 6回例会：9 月 17 日（水）13:00～17:00  全体会＆分科会  会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：ＪＲ東日本におけるステーションルネッサンスの展開と「3つのまちづくり」 

◇ゲスト：東日本旅客鉄道株式会社 事業創造本部 開発推進部門 部長 大澤 実紀 氏 
 

◆第 7回例会：10 月 15 日（水）13:00～17:00          会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：前半分科会活動 総括例会  

※各分科会で発表・討議された特徴的な企業ケース・気付きなどを全体で共有します。 

【以降の開催日程】 

◆第 8回：見学・合宿 ◆第 9回：忘年会 ◆第 10回 2015年 ◆第 11回 ◆第 12回 

11 月中旬（金）～（土） 12 月 17 日（水） 1 月 14 日（水） 2 月 18 日（水） 3 月 18 日（水） 

 
 
 
 
 
 

第 21期 : ≪メンバー募集≫                

戦略スタッフ研究フォーラム 
■グローバル競争に勝ち残る戦略と新たなる成長へのロードマップの研究■ 

1972 年 東京大学 経済学部 卒業 同年 株式会社 日立製作所  入社 1986 年 営業本
部 国鉄部 部長代理 1992 年 営業本部 交通部長 1996 年 電機システム統括営業本部 
企画部長 1997 年 営業企画本部 企画部長 2000 年 電力･電機グループ 電機システム統
括営業本部 交通営業本部長 2003 年 電力・電機グループ 交通システム事業部長 2005
年 執行役常務 電機グループ長＆CEO 兼 交通システム事業部長 2007 年 執行役常務 
電機グループ長＆CEO 兼 交通事業強化本部副本部長 2009 年 執行役常務 社会・産業
インフラシステム社社長 兼 IEP 推進本部長 2011年 技監 2013 年交通システム社 技監 
 

 

 



■第 21 期フォーラムの活動方法:【第 1 部：全体会】と【第 2 部：分科会】の 2 部構成で活動します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第 1 部：全体会 13:00～14:40  ≪テーマの基本視点 例示≫  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 第 2 部：分科会   14:50～17:00  ≪第 21 期 基本編成案と討議キーワード例示≫  
  

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 
 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
 

A：新ステージを迎えた「グローバル経営」の戦略と展開 

       ～海外売上高比率が 30％を越える事業環境下での新たな「戦略」と効果的「オペレーション」のあり方～ 
◇新興国への展開戦略と現地化                      ◇クロスボーダーM&Aの展開と統合プロセス 

◇現地法人の責任・権限配置とグローバル本社機能のあり方    ◇グローバル人材育成とタレント・マネジメント 

B：主力事業を更に強化しての「成長戦略」・新事業の創造による「成長戦略」 

       ～更なる成長への具体的戦略・ビジネスモデルの構築と実行への組織・方策のあり方～ 
◇グローバル成長への M&A・アライアンスの要諦           ◇新製品開発、新事業開発からマーケ展開へのプロセス 

◇BOP マーケットでの商品、成長戦略                  ◇成長事業への資源シフト、撤退の意思決定のあり方 

C：実行を軸に置いた「経営のプロセス」 

～ビジョン策定、中長期戦略、年度事業計画、業績管理と評価（手法・指標）のあり方、すすめ方～ 
◇長期ビジョンの策定、経営計画への落とし込み、浸透        ◇中長期経営計画（戦略）立案の要諦 

◇基本（全社）戦略検討・推進の要諦                      ◇年度計画への落とし込み、実行を促すマネジメント 

◇業績評価、報酬への反映の仕組み                     ◇立案プロセス、本社と事業部門（事業会社）のあり方 

【5月～10月にて開催】 

D：入門：戦略スタッフの役割とミッション 
～戦略を立案、具現化し、全社最適を実現するために～ 
◇経営・事業企画部門の顧客は誰か？ 

◇経営・事業企画スタッフが担う役割とは？ 

◇経営・事業企画スタッフの基本・必須スキルとは？ 

◇経営・事業企画スタッフのコミュニケーション能力とは？ 

◇経営・事業企画スタッフの成果とは？ 

※ご参加対象：戦略スタッフ経験 2年未満の方 
 

 
 

 

■全体会・分科会、オン・オフ活動をつうじて・・・ 
 
◇異業種交流を深めることにより、業種・業界の壁を越えて“新しい発想”と“手法”を学ぶことができ、社外 
のネットワークを広げ、パーソナルバリューの向上が図れます。 

 
◇経営革新の新しい流れや考え方、企業内で展開された経営手法などについて、研究者・先進企業のケースから 

の検証と考察が可能になります 
 
◇単なる情報交換だけではなく、その背景にある実務に直結したノウハウ、スキルアップ策の交換が行えます。 
 
◇フォーマルな研究活動に加え、インフォーマルな交流会を随時行い、『悩み共有』の信頼関係に裏打ちされた 
『社外ブレーン』による、いわゆる『ここだけの話』的なディスカッションが可能です。 

     ※本フォーラム内のケース交流活動における守秘義務は、メンバー間にて相互に遵守していただいております。 

≪11月からの予定≫ 
 
・10月に分科会の第 1・第 2希望を再度収集いたします。 
 
・希望状況・テーマ調整により、分科会の新設、統合・分割する
場合もあります。 

 
・D 分科会メンバーは、上記 A・B・C 各分科会へのご参加を頂
きます。 

◇グローバル経営とオペレーション革新 

   ～新興国への展開、本社機能のあり方、現法への権限委譲とは～ 

◇競争・成長戦略 

～新規事業の育成と主力事業の再成長、戦略実現のために必要なリソースとは～ 

◇経営プロセス 

～戦略を全社的に推進するための効果的な経営プロセスとは～  

◇上記テーマを横断する視点 

     ～戦略リーダーと人材、グローバル･タレント･マネジメントとは～ 
     ～国際・社会環境の変容、生活・就労への価値観多様化に対応した新しいビジネスモデル、企業のあり方とは など～ 

 

一般的な講演会スタイルではなく、
スピーカーとの Q&A・対話を通じて
双方向対話・コミュニケーションを重
視して展開しています。 

          ≪主な分科会活動方法≫ 
◇テーマに則してメンバー持ち回りのケース発表と討議 
◇視点別詳細アンケートを共有しての討議 など 

 

【全体会】 
全メンバーでのテーマ共有を目的と

して、先進企業実務家のライブケー

ス、第一線研究者の最新経営理論な

どから今日的・将来的な課題への対

応策を考察します。 

【分科会】 
テーマ別に 8 名～12 名規模に
て問題・課題・ライブケースを
共有し、メンバー相互のアドバ
イス、知見交流から解決策を探
求します。 

 



  ■メンバー構成と実務家幹事・研究協力委員 体制 

◇中心メンバー：経営企画・事業戦略 企画部門の課長・中堅スタッフ層の皆様 
    フォーラムの活動方針にご賛同を頂き、問題意識をもち、積極的なメンバー交流を期待できる熱意ある戦略／ 

経営／事業企画部門系スタッフの方であれば、業種・事業規模・経験部門・経験年数は問いません。 
 
◇実務家幹事：メンバーを代表して実務家の視点からフォーラム活動（全体会・分科会）の企画・運営のご支援を頂きます。《順不同》 

株式会社 国際社会経済研究所  総務部長  主幹研究員 南  稔 氏 

株式会社 JTB総合研究所 常務取締役 観光危機管理研究室長 高松 正人 氏 

三菱ガス化学株式会社 経営企画部 企画審査グループ 担当部長 青木 康根 氏 

東洋インキSCホールディングス㈱ 社長室  グローバル戦略グループ  グループリーダー 松岡 太一郎 氏 

株式会社 NTTデータ ビジネスソリューション事業本部 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾌﾄｳｪｱ開発 BU 

企画担当部長  土屋 茂樹 氏 

株式会社 三愛 代表取締役 社長執行役員 村上 清治 氏 

株式会社 明治 菓子企画管理部 管理グループ  課長 下田 圭吾 氏 

グローリー株式会社 経営企画部 経営企画グループ 専門課長 澤田 光宏 氏 

KYB株式会社 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 事業企画部  ご依頼中 

                                   

◇研究協力委員：経営への知見と見識、専門家の視点から研究テーマ、討議課題についてのご支援を頂きます。 
株式会社 価値共創  代表取締役 伊藤 武志 氏 

株式会社 野村総合研究所 経営コンサルティング部 上席コンサルタント 森沢  徹  氏 

株式会社 ビービーエル   代表取締役 佐藤 美和 氏 
    

◇世話人：フォーラム幹事 OB としてアドバイスを頂きます。 

株式会社 ケンコー・トキナー 管理経営企画室 部長 南雲 元雄 氏 
 

■先期（第 20期）の活動紹介 ※2013年 4月～2014年 3月 (全 12回例会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

◇第 20期参加メンバーの声◇ 
多様な業種と事業規模、そして戦略のプロから私のような経営企画ビギ

ナーまでが集い議論を通じて、目標達成のために明日から実践できる方策

を学び得る場です。成長戦略の分科会に参加し他社の最新事例を学ぶと共

に、常に自社と対比させて課題を抽出し解決のためのポジティブな議論を

尽くしました。特に年２回の合宿研究会では、目の前のことに囚われがち

な普段の仕事を離れての討議により、客観的・長期的視点から多くの気付

きがありました。また、戦略部門ならではの課題や悩みを分かち合うなか

で、貴重な社外との繋がりを得られました。 

●東洋インキＳＣホールディングス（株） 社長室 経営企画 中塚 千亜紀 氏 

≪C分科会アンケートフォーム：質問事項の抜粋≫ ※幹事陣にて作成 

≪11月秋季：企業見学合宿 ㈱明治 大阪工場 見学≫ 
世界最大のプラスチック製チョコレート広告看板「ビッグミルチ」前にて 

≪9月例会特別企画：フォーラム創設 20周年記念：幹事ＯＢパネル討議≫ 

 

≪全体会 ～テーマ＆ゲスト企業～≫ 

4 月 コクヨにおける内需型企業の持続的再成長戦略  

5 月 リコーの成長戦略・グローバル化・経営システム改革 

6 月 日本アイ･ビー・エムの競争を勝ち抜くモデル 

7 月 村田製作所における連結経営管理 

8 月 ドン・キホーテ流 観光立国への挑戦 

9 月 OBﾊﾟﾈﾙ討議：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争の目標は『ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ』か『ﾋﾞｸﾄﾘｰ』か？ 

10 月 テーマシェアリング例会：前半総括 

11 月 リクルート：『動き、動かす「体躯会系」戦略スタッフのすすめ』 

12 月 エーザイにおける「実践知リーダー」のあり方 

1 月 「コマツウェイ」を経営に活かすための仕組みづくりと経営改革 

2 月 旭化成の新興国展開と、手段としてのアライアンス 

3 月 テーマシェアリング例会 後半総括 
 

≪開催分科会テーマ≫ 

A：グローバル経営とオペレーション革新 

B：成長戦略 

C：経営プロセス（後期に「戦略・ビジョン」と「中計・PDCA」に分離） 

D：入門：戦略スタッフの実務とミッション （5月～10月開催） 

    

 

 

 

      ◇第 20期参加メンバーの声◇ 
研究所からの部署異動、「経営企画部の枠割は、会社により千差万

別であり、一概に定義できない」と参考にした書籍に記載されていた
こともあり、経営企画部で担う役割を深く理解せずに、また、その手

段もない状態で、日常業務に忙殺されていました。その時、上司から
勧められ本フォーラムに参加しました。本フォーラムでの講演会や分
科会活動等で、他社事例を参加者の方と共有し論議することにより、

自社の状況を客観視し、徐々に、戦略スタッフの果たすべき役割を理
解できるようになってきたと実感しております。新たな学びの場とし
て、本フォーラムは大変貴重な場になると思います。 

           ●味の素（株） 経営企画部 西内 博章 氏 

 



◇先期（第 20期）参加メンバー企業 
グローリー株式会社 経営企画部 経営企画グループ  三菱ガス化学株式会社 特殊機能材カンパニー管理部 

新日本有限責任監査法人 アカウンティングソリューション部 株式会社 NTT データ ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画本部 経営企画統括部 

東北インテリジェント通信(株) 経営企画部  NEC 日本電気株式会社 パブリック企画本部 

積水化学工業株式会社 高機能プラスチックスカンパニー 経営管理部 新日鐵住金株式会社 財務部 予算室 

株式会社 JTB 総合研究所 コンサルティング事業部 株式会社 明治 菓子企画管理部 管理グループ 

レシップホールディングス(株) 経営企画室  株式会社 三愛 経営センター  

(株)ベネッセコーポレーション  経営管理室 株式会社 リコー 総合経営企画室 顧客市場情報部 

コニカミノルタ株式会社 経営戦略部  江崎グリコ株式会社 経営企画室  

株式会社 ジェイティービー 経営企画部  株式会社 クレハ 総合企画部 

KYB 株式会社 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 味の素株式会社 経営企画部 

KYB 株式会社 オートモーティブコンポーネンツ事業本部  三菱鉛筆株式会社 経営企画室 

アルパイン株式会社 経営企画室  株式会社 荏原製作所 経営企画室 企画グループ 

旭ファイバーグラス株式会社 管理本部 経営企画室  株式会社 神戸製鋼所 アルミ・銅事業部門 企画管理部  

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ 経営戦略部 経営戦略グループ 株式会社 DTS  経営企画部 

TOA 株式会社 海外事業本部 海外開発部 ㈱ベネッセホールディングス 経営管理部 

東洋インキ SC ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 社長室 経営企画グループ 株式会社 プラネット 経営企画部 

グローリー株式会社 保守企画部 保守企画グループ 株式会社 SUMCO 社長室 経営企画部 

日本電気硝子株式会社 事業戦略部   
  

■開催要項 

◇例会会場：原則として表参道「アイビーホール」・麹町「弊会：セミナールーム」等に設営。 

※春季：（5月）交流合宿、秋季：（11月）企業見学・合宿研究会を開催。 

◇例会連絡：例会日程の 3週間前に E-mailにて例会詳細（日時・会場・進行予定など）をご案内いたします。 

■参加要項 

◇参 加 費：1 名 ※消費税（８％） 

正会員 270,000 円 (本体価格\250,000)  一 般 302,400 円 (本体価格\280,000) 

          ※上記料金は資料代・通信費などを含んでおります。 

         ※合宿・見学研究会（１回につき 28,000 円程）は別途ご予定下さい。 

         ※参加費の分割お支払いも可能です。ご請求品目等についてなどお気軽にご相談下さい。 

◇申込方法：下記申込書に所定事項をご記入の上、FAX または E-mail にて下記担当宛にご送信下さい。 

           〒102-0083 千代田区 麹町 5-7-2 麹町 31MTビル ２階  https://www.bri.or.jp 

一般社団法人 企業研究会 第一事業部 第１研究事業グループ 担当：早瀬 

電話：03-5215-3513  FAX: 03-5215-0951  E-mail：hayakan@bri.or.jp（早瀬） 
※お申し込みの後、第１回例会のご案内（含む会場略図）を E-mail にて送信いたします。 

年会費ご請求書は後日郵送致します。 ご不明な点は早瀬宛にお問い合わせ下さい。 
  

  

        

 

■第 21期 戦略スタッフ研究フォーラム 申込書■［事業コード：140020］[区分] 正会員 ／ 一般 

    □ 本フォーラムの主旨に賛同し、正式に参加を申し込みます。  
□ 本フォーラムへの参加を検討中につき、第 1回例会の体験参加を希望します。 ※左記□枠内にチェックをお願い致します。 

御社名   （ﾌｨﾘｶﾞﾅ）： 会社所在地：〒    －    

 

 
 

TEL： 
E-mail： 

FAX： 

ご所属／お役職 お名前（ﾌﾘｵｶﾞﾅ）： 

 

 

 

 

                   ■分科会エントリーシート■  

※第 1 希望グループの（  ）内に◎印、第 2 希望に○印をご記入下さい。 

※参加者の希望分布などにより第 2 希望へのご参加のお願い、分科会の統合・分割などを行う場合もあります。 

分科会は 5 月より正式にスタートします。仮希望のご記入でも結構です。 

（   ） A：グローバル経営     （   ） B：成長戦略 

（   ） C：経営のプロセス        （   ） D：入門：戦略スタッフの役割とミッション 

※お申込みの際の個人情報は、本交流会議に関する確認・連絡および当会主催のご案内等をお送りする際に利用させていただきます。 

体験参加につきまして： 第 1 回例会（4/25）は、正式入会をご検討中の方にフォーラムの雰囲気をご覧頂く「体験参加」が可能です。
※費用無料・事前予約制。ご希望の方は、下記枠内にチェックを頂き、必要事項をご記入の上、FAX・E-mailにてご送信下さい。 

折り返し、「第 1回例会：体験参加通知」を E-mail にてご案内いたします。 


