開催時期

2015年4月〜2016年3月（月１回開催） 全12回（第１期生）
4/24（金）開講、5/21（木）、6/17（水）、7/2（木）、8/21（金）、9/18（金）、以下毎月１回開催

超一流 の経営者 が
経営 の神髄 を直伝！

※開催日未定分は講師の都合を調整して約３ヵ月前迄に決定し受講者にご連絡します。
なお開催日決定にあたり受講者のご希望を伺う事が出来ませんのであらかじめご了承ください。

時

間

会

場

各回13：00〜17：00（開場12：30）

※初回、最終回のみ懇親会予定（17：30〜19：30）

早稲田大学日本橋キャンパス
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F
地下鉄東京メトロ日本橋駅出口直結、JR東京駅徒歩10分

募 集定員

50名

受 講 料

120万円（税別）

主

催

日経ビジネス、早稲田大学ビジネススクール

対

象

企業の幹部候補、次世代リーダー、先端企業の経営者など
お申し込み後、開講までに応募書類の提出が必要になります。

お申し込 み
について

WEBサイトもしくはFAXにてお申し込みください。
正式にお申し込みいただくと事務局より受講証とご請求書をお送りします。
受講料金は、請求書発行日後の翌月末までに全額を主催者の指定する銀行口座に振り込みをお願いしています。

指すなら
本物を目
べ︒
本物に学

なお主催者は、受講料金は返金いたしません。また銀行振込以外の支払方法はお受けできませんのであらかじめご了承くださいますようお願いします。
※講演内容・講師等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申し込み後のキャンセル、ご送金後の返金はお受けいたしかねます。代理の方が出席くださいますようお願いいたします。
※会場までの交通費や宿泊費は、受講される方の負担となります。
※講師の急病、天災その他の不可抗力、又はその他やむを得ない理由により、講座を中止する場合があります。この場合、未受講の講座の料金は返金いたします。複数回連続
して開催する講座の場合は、全体の開催回数の中で、中止した講座の回数分を回数による均等割でお客様へ返金します。
※本プログラムの内容に競合すると考えられるサービスをご提供される会社の方や、学習目的以外でご参加と考えられる方は、主催者の判断に基づき受講をお断りさせていた
だく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご連絡いただいた情報に不明な箇所があった場合等、確認のためにe-mail・電話等での連絡をさせていただくことがございます。
※お申し込みいただいた時点で本セミナーが満席の場合は、事務局からご連絡します。キャンセルが出た場合は事務局からご連絡さしあげますので、その時点で、改めて受講
のご希望を確認させていただきます。

詳細・お申し込み

http://nb241.jp/kj/1504/ をご覧ください。

お問い合わせ

日経BP読者サービスセンター セミナー係

TEL.03-5696-1111（土日祝日を除く9:00〜17:00） FAX.03-5696-1139

名

FA X お申し込み書

50

開講！

第一期生募集中！ 限定

内容は、現在の仕事内容、本講座の志望動機、受講後のゴールイメージ等になります。詳細はお申し込み後にお知らせいたします。

２０１５年春

提出書類

※最小開催人員 30名 ※申込人数が最少催行人数に達しない場合、開催を中止させていただく場合があります。

フリガ ナ

〒

高岡浩三 氏

︵ネスレ日本 社長兼ＣＥＯ︶

詳細・お申し込みはこちら

飯島彰己 氏

NB-KEIEI15

︵三井物産 社長︶

〒108-8646 東京都港区白金１-１７-３

宮内義彦 氏

※ご登録いただいた情報は、出席/欠席にかかわらず、本セミナー・イベントの事務連絡のほか、 日経BP社および日経BPグループ会社からの各種お知らせ（刊行物、展示会、セミナー等）やアンケート、 広告主等の製品や
サービスのご案内に利用させていただく場合があります。

︵オリックス シニアチェアマン︶

大西洋 氏

︵三越伊勢丹ＨＤ 社長︶

e-mail :

井上礼之 氏

FAX.

︵ダイキン工業 会長︶

TEL.

新浪剛史 氏

（ご連絡先）

住所

︵サントリーＨＤ 社長︶

勤務先
所在地

http : //nb241.jp/kj/1504/

永守重信 氏

︵日本電産 会長兼社長︶

奥山真司 氏

︵Ｐ＆Ｇジャパン 社長︶

松本晃 氏

︵カルビー 会長兼ＣＥＯ︶

部署・役職名

藤森義明 氏

︵ＬＩＸＩＬグループ ＣＥＯ︶

※正式名称をご記入ください。

坂根正弘 氏

勤務先

︵コマツ 相談役︶

フリガ ナ

鈴木敏文 氏

︵セブン＆アイＨＤ 会長︶

受講者名

（もしくはご担当者名）

「日経ビジネス経営塾」だから提供できる！

5

深く学べる つの特徴

真のリーダーとなる人 材を
最高の舞台で 鍛えます
「日経ビジネス経営塾」の案内をご覧いただき、ありがとうございます。

1

日本の産業界をリードしてきた12人の著名経営者が講師を務めます。経営上の重要な決断など、

日経ビジネスは1969年の創刊以来、45年にわたって企業の経営層・管理職向けの

いくつもの修羅場をくぐり抜けてきた経験談を交えながら、リーダーの条件や経営の要諦を語って

経済・経営誌として歩んでまいりました。グローバルでの競争がますます激しくなる
中、これからの日本を担う次世代リーダーを育てたい

日本を代表する12人の著名経営者から
直接指導を受ける！
いただきます。まさに、「日経ビジネス経営塾」だからこそ提供できる充実したプログラムです。

。こうした思いを込めて

2

2015年4月、「日経ビジネス経営塾」を立ち上げます。
これまで経営改革や事業再生、グローバル展開などで実績を上げ、知識も経験も豊

経営者講師と侃々諤々の議論ができる！
経営者講師による講義では、議論や質疑応答にたっぷりと時間を割きます。多忙な
著名経営者に自らの意見をぶつけることが出来るまたとない機会です。経営者講師
と受講者、あるいは受講者同士の侃々諤々の議論を通じて、講義の内容をしっかり

富な12人の著名経営者の方々に協力していただきながら、「実践に役立つ学びの

と吸収することができます。また、疑問点もその場で確かめられます。

場」を提供してまいります。日経ビジネスだからこそ実現できた、この12人の豪華な

3

経営者講師の顔ぶれをご覧ください。社業や財界・社会活動などで連日ご多忙な
中、「次世代リーダーを育てる」という「日経ビジネス経営塾」の趣旨にご賛同いた
だき、使命感を持って講師に就いていただけました。講義や質疑応答を通じて講師

早稲田大学ビジネススクールのマネジメント理論が学べる！
経営者講師の講義を理論的に裏付けて習得するため、早稲田大学ビジネススクール講師陣による講義では、実践編と
理論編で共通のテーマをとりあげ、その親和性を重視します。超一流の実践論と、最先端のマネジメント論を往復す
ることで、次世代ビジネスリーダーにふさわしい「ビジネスを考え抜く力」を身につけていただく狙いです。通常の

の皆様と直接対話をすることで、真に役立つ知識や経営者としてのあるべき姿を学

講義にとどまらず、全体での議論やグループワークなども実施。「日経ビジネス経営塾」のために作成したオリジナ

んでいただきたいと考えております。

ルのテキストをご提供します。

4

同時に、リーダーシップ、コーポレートガバナンス、M&A、グローバル戦略など
経営に必須の理論を学び、経営者に必要なスキルを立体的に身に付けるため、早稲
田大学ビジネススクール教授陣による、最新のマネジメント理論講座を行います。

少数精鋭の同志と１年を通じて学べる！
じっくりと深く学んでいただくために、募集定員を50名に絞っています。また、
このほかに経営者講師の企業から各社1名の受講者が加わります。「将来の社長
候補」と目されている少数精鋭の受講者が、同じ問題意識や志を持って参加し、
1年にわたって共に学べます。

「日経ビジネス経営塾」の特徴は、実践編と、理論編を組み合わせていることにあ
ります。著名経営者の経験から来る重みある「実践論」と、日本最高水準のビジネ
ススクール教員による「マネジメント理論」を同時に学ぶことで、一つの経営テーマ
を多角的な視点で、より深く考えることができるのです。

5

講師や受講者同士の
ネットワークができる！

事業創造

募集定員は50名の限られた枠です。ぜひ、「日経ビジネス経営塾」の第一期生と
日経ビジネス編集長

田村 俊一

して、受講されることを心よりお待ち申し上げます。

グローバル時代を
勝ち抜く、

講者同士の交流を深めていただきます。初回と最
終回の講義終了後に行う懇親会のほか、講師の都
合に合わせ、任意参加の会も随時予定していま

人財

オペレーション

グループワークや懇親会などを通じて、講師や受

IT活用

次世代リーダーへ

す。1年間のプログラムを終えて“卒業”した後も、
同期生のネットワークをビジネスなどに活用する
機会が期待できます。

コーポレート
ガバナンス

マーケティング
グローバル

リーダー
シップ

M&A戦略

ＬＩＸＩＬグループ ＣＥＯ
オリックス シニアチェアマン

宮内義彦

Shinji Okuyama

氏

氏

氏

氏

東京都出身。早稲田大学教育学部
卒業、1989年P&Gファー・イース
ト・インク（現P&Gジャパン）入社。
20 08年ヴァイスプレジデント兼
ジェネラルマネージャー コリアを経
て12年7月から現職。

氏

Ｐ＆Ｇジャパン 社長

奥山 真司

Takeshi Niinami

神奈川県出身。慶応義塾大学経済
学部卒、三菱商事入社。ハーバード大
学経営大学院でMBA取得。2002年
ローソンの社長に就任。14年5月ロー
ソン会長に退いた後、同年10月から
サントリー社長に就くことを発表。
日経ビジネス「社長が選ぶ社長ラン
キング」第９位。

早稲田大学ビジネススクール教授陣
による最新マネジメント理論を
体系的に理解する！

藤森義明

Masami Iijima

神奈川県出身。横浜国立大学経営
学部卒業。三井物産で金属・製鉄
原料部門一筋に歩み、2009年か
ら社長。エネルギー、食糧を中心
に過去2年間で2兆円超を投資。新
中期経営計画では収益体質の強化
を掲げる。

氏

東京都出身。慶応義塾大学商学部
卒、伊勢丹入社。2003年伊勢丹
紳士第一営業部長、0 6年伊勢丹
立川店長に就任、08年三越と伊勢
丹の統合に合わせて、MD統括部
長として三越に出向、09年伊勢丹
社長に就任。12年現職に就任。

サントリーＨＤ 社長

Kozo Takaoka

大阪府出身。神戸大学経営学部卒
業後にネスレ日本入社。1999年、
チョコレート「キットカット」の受験
キャンペーンなどで成功。2005年、
ネスレコンフェクショナリー社長、
10年1月ネスレ日本副社長、同年11
月から現職。

理論編

三井物産 社長

三越伊勢丹ＨＤ 社長
Hiroshi Onishi

新浪剛史

京都府出身。職業訓練大学校を卒
業後、ティアックなどを経て、1973
年に日本電産を創業。世界有数の
モーターメーカーに育てる。主力の
ハードディスク用精密モーターは世
界シェア80％を握る。
日経ビジネス「社長が選ぶ社長ラン
キング」第１位。

氏

Shigenobu Nagamori

ネスレ日本 社長兼ＣＥＯ

高岡浩三

氏

Yoshiaki Fujimori

東京都出身。東京大学工学部 卒
業。日商岩井（現･双日）に入社。
1981年米カーネギーメロン大学経
営大学院でMBA取得。86年日本
GE入社。米GE上席副社長を経て、
2005年日本GE会長。11年にLIXIL
グループ社長兼CEOに就任。
日経ビジネス「社長が選ぶ社長ラ
ンキング」第７位。

Yoshihiko Miyauchi

兵庫県出身。関西学院大学商学部
卒業、米ワシントン大学経営学部
大学院修士課程修了後、日綿實業
（現双日）に入社。1964年にオリ
エント・リース（現オリックス）に
入社。社長、会長、グループCEOを
歴任。

東京大学経済学部卒業、東京
大学、UCLAで博士（経済学、経
営学）取得。学習院大学教授を
経て、2013年より早稲田大学
ビジネススクール教授。

早稲田大学大学院商学研究科
早稲田大学ビジネススクール准教授

Shigeru Asaba

氏

早稲田大学大学院商学研究科
早稲田大学ビジネススクール教授

東京大学工学部卒、慶應義塾大
学経営学修士（MBA）。2006
年4月、早稲田大学院商学研究
科教授就任（現職）。三井倉庫
取締役、キユーピー監査役など。

氏

Kazunari Uchida

入山章栄

日本最高水準を誇る早稲田大学ビジネススクール教授陣

淺羽茂

氏

早稲田大学大学院商学研究科
早稲田大学ビジネススクール教授

内田和成

理論編 の講師陣

Akira Matsumoto

京都府出身。京都大学大学院修了
後、伊藤忠商事入社。1986年に医
療機器販売の子会社へ。93年に
ジョンソン・エンド・ジョンソン日
本法人に転じて社長、最高顧問を
歴任。20 09年からカルビー会長
兼CEO。

広島県出身。大阪市立大学工学部
卒業。小松製作所（現コマツ）入
社。1989年6月取締役。2001年6
月社長。07年6月会長。13年4月か
ら相談役。10年5月から日本経済
団体連合会副会長。

氏

氏

カルビー 会長兼ＣＥＯ

松本晃

コマツ 相談役

坂根正弘

M asahiro Sakane

Noriyuki Inoue

京都府出身。同志社大学経済学部
卒業後、ダイキン工業入社。主力の
淀川製作所（大阪府摂津市）で総
務課長を務めたほか、主に人事畑
を歩み、1979年2月取締役。94年
6月社長、95年5月会長兼社長。
2002年6月会長兼CEOに就任。

氏

氏

長野県出身。中央大学経済 学部
卒。東京出版 販売を経て、イトー
ヨーカ堂に入社。役員の反対を押
し切って、セブン-イレブン・ジャパ
ンを設立。コンビニエンスストアと
いう業態を日本で確立し、ナンバー
ワン企業に育て上げた。
日経ビジネス「社長が選ぶ社長ラ
ンキング」第４位。

大西洋

日本電産 会長兼社長

ダイキン工業 会長

Toshif umi Suzuki

永守重信

井上礼之

歴史に残る経営改革や事業再生、グローバル展開で名を 馳せる12人の経営者

セブン＆アイＨＤ 会長

鈴木敏文

実践編 の講師陣

実践編

12人の経営者と
経営の実践と神髄を
熱く議論する！

飯島彰己

Lecturers

いま考えうる最高の講師を揃えました。
経営の実践と神髄を熱く議論しましょう。

なぜ

Akie Iriyama

慶應義塾大学経済学部卒、米
ピッツバーグ大学で博士
（経営学）
取得。ニューヨーク州立大学バッ
ファロー校助教授を経て2013
年より現職。

早稲田大学
ビジネススクール
なのか

早稲田大学ビジネススクールの特徴は、「圧倒的な日本最強の教授陣」にあります。同スクー
ルは、著名コンサルティング企業で長らくトップを務めた超一流の実務家教授と、欧米で博士
号を取得し世界の先端経営理論に精通した学術教授がバランスよく配置されています。まさ
に、これからのビジネスリーダーに必要な「実践知」と「学術知」の両方を、日本最高水準で
学ぶことができるのです。
「日経ビジネス経営塾」では三名のコア教授を中心に、講義テーマによって最適な教員を選定
して、講義を担当します。

Program

著名経営者による実践論と、最新のマネジメント理論の２部構成で、
次世代を担うリーダーに必要な実力を養成します。
カテゴリー

4月24日 リーダーシップ
（金）

5月21日
（木）

6月17日
（水）

7月2日
（木）

8月21日
（金）

9月18日
（金）

10月

11月12日
（木）

人財

M&A戦略

マーケティング

グローバル
コーポレート
ガバナンス
ＩＴ活用

競争戦略

人財

1月

マーケティング

2月

3月

事業創造

リーダーシップ

実践編プログラム

講座の進め方

＜講 師＞ 内田和成氏（早稲田大学ビジネススクール＜BS＞） ＜講 師＞ 鈴木敏文氏（セブン＆アイHD 会長）
＜テーマ＞

経営者に求められる条件

＜講 師＞ 淺羽茂氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

人・組織の力を引き出し、
高める

＜講 師＞ 入山章栄 氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

呑むか呑まれるかの時代：
成功するM&A

＜講 師＞ 淺羽茂氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

マーケティングの新潮流

＜講 師＞ 入山章栄 氏（早稲田大学BS）

12月7日
（月）

理論編プログラム

＜テーマ＞

グローバル競争に打ち勝つ

＜講 師＞ 淺羽茂氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

これからの企業カバナンスと
求められる経営力

＜講 師＞ 内田和成氏 /
＜テーマ＞

根来龍之氏（早稲田大学BS）

経営者にとってのIT

＜講 師＞ 淺羽茂氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

競争戦略と
ビジネスモデル・組織の革新

＜講 師＞ 入山章栄 氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

多様な人材を取り込み、
組織力を高める

＜講 師＞ 内田和成氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

日本企業に求められる
ブランド戦略

＜講 師＞ 入山章栄 氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

新規事業成功と、
求められる組織改革

＜講 師＞ 内田和成氏（早稲田大学BS）
＜テーマ＞

経営者の心得

各回の講演テーマ、講師は、変更や入れ替わる場合がございます。

＜テーマ＞

リーダーシップとは

＜講 師＞ 井上礼之氏（ダイキン工業 会長）
＜テーマ＞

人を基軸に置く経営

＜講 師＞ 永守重信氏（日本電産 会長兼社長）
＜テーマ＞

Ｍ＆Ａの神髄

＜講 師＞ 大西洋氏（三越伊勢丹HD 社長）
＜テーマ＞

市場の変化を捉える
マーケティング

実践編では、経営者講師が各回のテーマに沿って、独自のリーダー論や経験に基づいた企業改革、経営の要諦について講義しま
す。受講者との議論や質疑応答も十分に時間を割いて行います。
理論編では、実践編で当日の経営者講師が講義するテーマを前提に、以下の三つを組み合わせて進めます。

経営者講師が話すテーマ（例：リーダーシッ
プ、グローバル経営、M&A、IT活用、ダイ
バーシティー経営）に関連する最新のマネジ
メント理論・経営学研究の成果・ビジネス思考
法の講義を行い、それらについて討議する。

経営者講師が話すテーマに関
連する、具体的な企業事例を
使ってのケース・ディスカッ
ションを行う。

経営者講師が話すテーマに関
連する具体的な討議ポイント
を事前に提示し、参加者自身
の経験・自社の事例を共有し
あって討議する。

＜講 師＞ 飯島彰己氏（三井物産 社長）
＜テーマ＞

グローバルな現場力の高め方

＜講 師＞ 藤森義明氏（LIXILグループ CEO）
＜テーマ＞

ガバナンス強化と
グローバル戦略

＜講 師＞ 坂根正弘氏（コマツ 相談役）
＜テーマ＞

情報を活かす経営

＜講 師＞ 松本晃氏（カルビー 会長兼CEO）
＜テーマ＞

日本企業の収益力

＜講 師＞ 奥山真司氏（P&Gジャパン 社長）

各テーマの主なポイント（予定）
リーダーシップ
戦略・マーケティング
グローバル戦略

グローバル競争時代に通用する人材とは

呑むか呑まれるかの時代に求められるM&A戦略

これからの人財の育て方・活用方法

ダイバーシティ経営

ダイバーシティは日本企業に必要なのか、それはなぜか

IT活用・オペレーション

企業の「実行力」を高めるためのポイント

コーポレートガバナンス

ダイバーシティを進める上でのポイントとリスク

ITをムダな投資にしないために必要な視点

なぜ多くの新規事業は失敗するのか、そのメカニズム

次世代リーダーはどうやって新事業を生み出すべきか

グローバル競争下で日本企業に求められるガバナンス

ガバナンスの企業戦略・業績への影響とリスク

ブランディング

＜講 師＞ 新浪剛史 氏（サントリーHD 社長）

企業風土の変革

タイムテーブル
理論編

＜講 師＞ 宮内義彦氏（オリックス シニアチェアマン）
＜テーマ＞

ビジネスモデルの革新に求められること

「不完全なグローバル化」であるべき企業戦略

人財

＜講 師＞ 高岡浩三氏（ネスレ日本 社長兼CEO）

＜テーマ＞

グローバル化の本当の意味を捉え直す

なぜ多くのM&Aは失敗するのか、そのメカニズム

事業創造

＜テーマ＞

リーダーシップ理論を実践に落とし込むには

不確実生の高い時代の競争・マーケティング戦略

M&A

ダイバーシティー

＜テーマ＞

これからの経営者に求められるリーダーシップ

これからの経営者とは

実践編

13：00 ＿ 14：10

早稲田大学ビジネススクール教員によるレクチャー＊

14：10 ＿ 15：30

クラスディスカッション・グループワーク＊

15：30 ＿ 17：00

経営者講話（講演１時間、質疑応答30分）

17：30 ＿ 19：30

懇親会（初回、最終回、ほか）

（途中休憩を挟みます）

＊ 回によって異なる形態（ケースディスカッション、
クラスディスカッション、グループディスカッション
等の組み合わせ）
※ 理論編と実践編の時間は入れ替わる場合もあり
ます。

