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FAX お申し込み書第4期

開催時期

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）時　　間

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　※会場は予定です。決定次第、受講生にご連絡いたします。　

会　　 場

50名　※最少開催人数 30名　※申込人数が最少開催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。募集定員

1,296,000円（税込）受  講  料

企業の経営層及び、幹部候補や次世代リーダー対　　象

http://nkbp.jp/kj1804 をご覧ください。詳　　細

日経ビジネス、早稲田大学ビジネススクール主　   催

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。
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。

提出書類

本お申し込み書に記入のうえ、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。

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。

お申し込み
について

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    お問い合わせ

※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、参加対象の属性以外の方は、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。

2018年4月～2019年3月（月1回開催予定）全12回（第4期）
4/23（月）、5/22（火）、6/13（水）、7/24（火）、8/28（火）、9/18（火）、10/17（水）、11/14（水） 他、順次決定
※開催日程は講師の都合を調整して約3ヵ月前までに決定し受講生にご連絡いたします。なお開催日決定にあたり受講者のご希望を伺うことができませんのであらかじめご了承ください。

［セミナーコード］P11-232

日経ビジネスは1969年の創刊以来、

企業の経営層・管理職向けの経済・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――。

こうした思いを込めて、4月23日より第4期を開講いたします。

松本晃氏
カルビー 会長兼CEO

尾山基氏
アシックス 会長兼CEO

大八木成男氏
帝人 会長

山名昌衛氏
コニカミノルタ 社長兼CEO

名の経営者が登壇 お急ぎください！

残席
僅少12

安部修仁氏
吉野家HD 会長

泉谷直木氏
アサヒグループHD 会長兼CEO

宮内義彦氏
オリックス シニア・チェアマン

飯島彰己氏
三井物産 会長

高岡浩三氏
ネスレ日本 社長兼CEO

高島宏平氏
オイシックスドット大地 社長

手代木功氏
塩野義製薬 社長

川野幸夫氏
ヤオコー 会長



1

2

4

5

3

日経ビジネス

競争戦略

経営

イノベーション

企業統治
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ビジネス
モデル

人材戦略

マーケティング
戦略

デジタル・
マーケティング

新規事業
創造

グローバル
戦略

リーダー
シップ

グローバル時代を　
勝ち抜く、

次世代リーダーへ

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
りと吸収することができます。また、疑問点もその場で解消で
きます。

経営者講師と

侃々諤々の議論ができる！

日本の産業界をリードしてきた12名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、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。

日本を代表する12名の
著名経営者から直接指導を受ける！

早稲田大学ビジネススクール講師陣による講義では、厳選され
た教授陣により最新のマネジメント理論・経営学研究の成果・
ビジネス思考法などの講義が行われます。超一流の実践論に加
え、最先端のマネジメント理論を学ぶことで、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。また、通常の講義にとどまらず、全体での議論
やグループワークなども実施します。

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！

「日経ビジネス経営塾」だから提供できる！

深く学べる    
つの特長5

グループワークや懇親会などを通じて、講師や受講者同士の
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。

講師や受講者同士の

ネットワークができる！

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。

少数精鋭の同志と

1年を通じて学べる！

次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。

　日経ビジネスは1969年の創刊以来、企業の経営層・管理職向けの経営情報誌として歩ん
でまいりました。その間、成長し続けてきた企業もあれば、浮沈を繰り返してきた企業、残
念ながら市場から退出した企業もあります。競争がこれからますます激しくなる中で、多く
の企業が頭を痛めているのが将来を担うリーダーや後継者の育成ではないでしょうか。私た
ちは次世代のリーダーを育てる一助になりたいと考え、2015年4月「日経ビジネス経営塾」
をスタートし、2018年4月には第4期を開講いたします。

　年間を通して、日本を代表する経営者12名に講師を務めていただき、リーダーシップ、グ
ローバル、マーケティング、M&A（合併・買収）など、1人ずつ異なるテーマを設定し、自
らの経験や考え方を熱く語っていただいております。受講された皆さんも競い合うように質
問し、時には講師に叱咤激励され、大いに刺激を受けながら学んでいます。教室は、受講生
が講師の経営論を貪欲に吸収しようという熱気に包まれています。

　2018年4月に開講する第4期も、本業が非常にご多忙にもかかわらず、多くの経営者の
方々に「次世代のリーダーを育てる」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きます。これだけの講師陣をそろえることができる
のは「日経ビジネス経営塾」をおいて他にない、と確信しています。

　ご自身が働く業界や関心のある企業だけでなく、さまざまな分野の経営者から直接、薫陶
を受ける機会は非常に貴重です。なぜならば、もはや業界という垣根がなくなり、これまで
想像もしなかった企業が競争相手となり、まったく異業種の企業と連携するオープンな時代
に入ったからです。こういう時代を勝ち抜くためにも、次のリーダーの育成は急務です。

　私たち日経ビジネスは、インタビューなどを通じて経営者の考え方を読者の皆様にお伝え
しています。これは私たちの変わらぬ使命として引き続き力を入れていきますが、経営者の
話を直接聞く機会を提供することで、重層的に皆さまのお役に立ちたいと考えております。
「日経ビジネス経営塾」は実践に役立つ学びの場です。

　講義は著名経営者による「実践編」と、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を学ぶ「理論編」の2部構成で実施します。日本最高水準のビジネスス
クール教員による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も大きな特長です。

　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」を受講されることを心
よりお待ち申し上げます。



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。2009年からカルビー会長
兼CEO。

1954年兵庫県生まれ。77年4月ミノルタカメラ入社。コ
ニカとミノルタの経営統合推進の一翼を担い、経営統合
以降は分社体制下で、持ち株会社常務執行役として経
営戦略担当、取締役兼常務執行役として情報機器事
業会社社長などを歴任。2014年4月代表執行役社長。

日本企業の収益力・リーダーの役割

カルビー 会長兼CEO

松本晃氏

1947年、東京都生まれ。71年に慶應義塾大学経済学部
を卒業後、帝人に入社。2001年常務執行役員。2002年
帝人グループ専務執行役員。2003年から帝人ファーマ社
長を兼務。その後、常務、専務を経て2008年6月に社長兼
CEO（最高経営責任者）に就任。2014年4月より現職。

帝人 会長

大八木成男氏

コニカミノルタ 社長兼CEO

山名昌衛氏

経営とは

内田和成
教授

競争戦略
イノベーション
企業統治

入山章栄
准教授

経営者に
とっての会計

西山茂
教授

ビジネスモデル

山田英夫
教授

人材戦略

竹内規彦
教授

マーケティング戦略
デジタル・
マーケティング
新規事業創造

川上智子
教授

グローバル戦略

池上重輔
教授

リーダーシップ

平野正雄
教授

日経ビジネス経営塾が誇る、日本を代表する経営者  にご登壇いただきます。

実践
編

理論
編

L e c    t u r e

日本最高水準を

誇る早稲田大学

ビジネススクー

ル教授陣が登壇

第4期登壇講師（予定）

なぜ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は、2015年度の第1期から「日経ビジネス経営塾」
の「理論編」の講義を担当しており、その理由は、当ビジネススクール最大の強
みでもある「実」「学」ともに圧倒的な水準で、国内最強の教授陣にあります。

欧米で博士号を取得したり、あるいは国内主要学会で会長を務めたりするなど
の「学術教員」に加え、有名コンサルティング企業でトップを長年務めるなど、百
戦錬磨の経験を誇る「実務家教員」が並び立つことで、他ではありえない「実」
「学」バランスのとれた最高水準の講義を展開しているのです。

2018年度の第4期ではその強みを活かすために、厳選された教授陣が登壇
し、それぞれの専門分野に基づいたテーマで講義を行います。そのテーマも

「リーダーシップ」「競争戦略」「イノベーション」「グローバル戦略」「人材戦
略」「マーケティング」など、どれもこれからのリーダーが知っておくべき重要な
ものばかり。

「実践編」で著名経営者が語る重みのある言葉は、「理論編」で当ビジネス
スクールの教授陣から学ぶ理論的・実践的な知見と重ねてこそ、深い理解と
有用性が増すといえます。実践と理論の「知の往復」が、日本でこれ以上なく
高いレベルで実現できるのです。

早稲田大学ビジネススクール

入山章栄

4/23
（月）

1974年大阪市立大学商学部卒。日商岩井（現双日）を経て、82
年にアシックス入社。趣味のバスケットボールを通じて創業者・
鬼塚喜八郎氏の長女と知り合い、結婚したことが縁で転職を決
めた。アシックスヨーロッパB.V.社長兼CEO、マーケティング統
括部長などを歴任し、2008年に社長就任。17年から現職。

アシックス 会長兼CEO

尾山基氏

6/13
（水）

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。

これからの経営者とは

オリックス シニア・チェアマン

宮内義彦氏
1973年生まれ。1998年に東京大学大学院工学系
研究科を修了後、マッキンゼーに入社。2000年に退
社し、オイシックスを設立。2013年に東証マザーズに
上場。2017年にはオイシックスと大地を守る会が経
営統合し、オイシックスドット大地の社長を務める。

オイシックスドット大地 社長

高島宏平氏

1942年埼玉県生まれ。66年東大法卒。69年に家
業である八百幸商店（現ヤオコー）に入社。85年社
長。関東地盤の有力食品スーパーに成長させる。
2007年に会長。09年から日本スーパーマーケット
協会会長。

志の高い経営
デジタルトランスフォーメーション
～ 新しい価値の創造 ～

ヤオコー 会長

川野幸夫氏

5/22
（火）

1949年福岡県生まれ。高校卒業後、アルバイトと
して吉野家で働く。入社後、九州地区本部長などを
経て、83年に開発本部長、92年に社長就任。
2012年9月に吉野家ホールディングス代表取締役
会長。2014年9月から現職。

逆境の中での経営

吉野家HD 会長

安部修仁氏

8/28
（火）

宮城県生まれ。東京大学薬学部卒業後、同社に入
社。研究開発畑を歩み、90年代中頃に米国駐在。
帰国後は秘書室長となりIRも担当。経営企画部
長、取締役、医薬研究開発本部長を経て、2008年
4月から現職。

ビジネスモデルの革新

塩野義製薬 社長

手代木功氏

11/14
（水）

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
年社長に就任。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。15年から現職。

グローバルな現場力の高め方

三井物産 会長

飯島彰己氏

2019年
2月

10/17
（水）

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。

マーケティング経営

ネスレ日本 社長兼CEO

高岡浩三氏

2019年
1月
2019年
月

1948年、京都府出身。72年に京都産業大学卒業後、
アサヒビール入社。広報部長などを経て2003年に取締
役就任。酒類本部長兼マーケティング本部長などを経
て2010年、アサヒビール社長に。2014年アサヒグルー
プホールディングス社長兼CEO、2016年から現職。

新たな価値創造に向けた挑戦

アサヒグループHD 会長兼CEO

泉谷直木氏

9/18
（火）

7/24
（火）

2019年
3月

実践
編

理論
編

12名の経営者と

経営の実践と神

髄を熱く議論す

る！（約90分）

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！（約150分） 

※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。

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経営者が登壇

12月6/13
（水）

成男氏

5/22
（火）



実践編では、経営者講師が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。受講者との議論や質疑応答も行います。
理論編では、早稲田大学ビジネススクールの厳選された教授陣により、以下の三つを組み合わせて進めます。

課題図書

早稲田大学ビジネススクール教員から、毎月1冊の書籍とレポート作成が課題として与えられま
す。この課題に対して講義の最中に、自社ではどのように活かせるのか、新たな課題は何なのか
など、受講者同士でのディスカッションを行い、また、課題を選定した教員からも、受講者から
のレポートを踏まえたフィードバックを行います。

経営とは

競争戦略

イノベーション

企業統治

経営者にとっての
会計

ビジネスモデル

人材戦略

マーケティング
戦略

デジタル・
マーケティング

新規事業創造

グローバル戦略

リーダーシップ

● これからの経営の本質はどこにあるのか　
● 次世代を担うリーダーに必要な心構えとは

● 変化する競争環境で求められる戦略とは　
● 機能する戦略と機能しない戦略の違いは何か

● 何故日本企業はイノベーションを生み出せないのか　
● 学習し続ける組織に求められる仕組み

● グローバル競争下で日本企業に求められる企業統治とは
● 企業統治に必要な視点とポイント

● 経営者の視点で読み解く会計
● これからの財務戦略で注意すべきポイント

● 日本企業に望まれるビジネスモデルのあり方　
● 強いビジネスモデルと弱いモデルの違いとは

● グローバル競争時代に通用する人材とは
● これからの人材の育て方・活用方法

● マーケティングの本質とは何か　
● マーケティングと新市場創造

● 最新のデジタル・マーケティング事例
● デジタル化社会でのマーケティングのあり方

● 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

● グローバル化の本当の意味を捉え直す
● 日本企業のとるべきグローバルな組織体制とは

● これからの経営者に求められるリーダーシップ　
● リーダーシップ理論を実践に落とし込むには

タイムテーブル

早稲田大学ビジネススクール教員による講義

クラスディスカッション・グループワーク＊ （途中休憩を挟みます）

経営者講話（講演１時間、質疑応答30分）

懇親会（初回、最終回、ほか） ＊ 回によって異なります。
※ 理論編と実践編の時間は入れ替わる場合があります。

13:00 ＿ 15:30

15:30 ＿ 17:00

17:30 ＿ 19:30

理論編

実践編

著名経営者による実践論と、
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の2部構成で、
次世代を担うリーダーに必要な実力が身につきます。

講座の進め方

最新のマネジメント理論・経営学
研究の成果・ビジネス思考法な
どの講義を行い、それらについて
討議する。

1 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。

具体的な討議ポイントを提
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。

O v e r v i e w

2 3

第1-3期受講レポート

R e p o r t

理論編では毎回専門テーマに精通した講師が講義を担当します。主として上場企業規模での事例を想定したプログラム内容となります。

全12回、各テーマの主なポイント

【 役職  】 【  業種  】 【  地域  】

注）その他内訳：医療・福祉業／運輸業／
　　商業／教育・学習支援業

ドコモ・テクノロジ株式会社

高尾俊明氏

理論編と実践編の2部構成になっていて、これまでの自分の経験の棚卸がで
きていると感じています。仕事でぶつかる問題を解決するための引き出しも増
えました。その意味では実際の仕事に直接役に立っています。講義後の懇親
会も毎回参加しています。参加者の間では、普段なら絶対聞けない社内での
失敗談なども聞けて、勉強になることが多いですね。

経営者の話にただ感動、
自分ももっとやろうという気持ちがわいてくる。

何と言っても経営塾の一番の魅力は、すばらしい経営者から直接話を聞くこ
とができることです。彼らのすごさに毎回「感動」し、自分ももっとやろうとい
うモチベーションにつながっていますね。理論編を聞いた後に実践編という
構成も、理解を深めるには効果的だと感じています。もう一つの魅力は懇親
会ですね、毎回出席してます。参加者の皆さんもすばらしい方ばかりで、そこ
での様々な交流も私にとってはよい刺激になっています。

三井物産株式会社

神崎淳一氏

仕事のスキルが上がったと実感、
これまでの自分の経験の棚卸にも役立つ。

株式会社ジェイアール東日本物流

代表取締役社長

市川東太郎氏

経営者の中でも突出した成果を上げている方のお話を生で聞けることはもちろ
ん、仕事への責任感や使命感からくる経営者の方々の迫力を生で感じられるとい
う経験がとても貴重です。自分で考え、自分で決めて、判断し、説明する、そしてそ
れを自信を持ってやっていらっしゃる経営者の姿を、私も見習おうと思います。理
論編では日々何となく感じている世の中の動きを体系的に整理でき、頭がスッキリ
しますね。情報を得るだけではなく、実務に活かすことができると感じています。

経営者は何をすべきなのか、
それがはっきり理解できた。

普段は日経ビジネスで見るような経営者からこんなに近くで学べるのが最大
の魅力ですね。理論編の講義は、大学を出ていない自分にもとてもわかりや
すいです。また、受講生同士のグループ・ディスカッションでは、大手企業の方
やベンチャー企業の方、様々な業種の人が集まっているので、これまで考えも
しなかった見方や考え方があるのを知ることができます。これまで漠然として
いた経営という仕事の意味や、すべきことが見えてきた気がします。

株式会社ゴーゴーカレーグループ

代表 CEO

宮森宏和氏

これまで想像もしなかった見方や、
考え方に触れることができる。

第1 - 3期修了生

受講企業実績　

■ アコム
■  旭酒造
■ あみだ池大黒
■ インテル
■ NTTコミュニケーションズ
■ エフエムラジオ新潟
■ ゴーゴーカレーグループ

■ サンケイビルウェルケア
■ ジェイアール東日本物流
■ 清水建設
■ 西部技研 
■ ソニー 
■ ソニービジネスソリューション
■ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険

■ 第一三共
■ ツムラ
■ THK
■ 東京証券取引所
■ ドコモ・テクノロジ
■ 栃木トヨタ自動車
■ 日本コカ・コーラ

■ 日本精工
■ 日本たばこ産業
■ 日本電気
■ 能美防災
■ 野村総合研究所
■ 日立総合経営研修所
■ 福島小松フォークリフト

■ 不二製油グループ本社
■ プルデンシャル生命保険
■ ブロンコビリー
■ ボッシュ
■ 三井物産
■ 三菱商事
■ ＭＨＤ（モエ ヘネシー ディアジオ）

※五十音順　これまでに受講された方の所属企業を一部ご紹介します。

ほか

会長・社長
39.0%

役員
32.7%

本部長・部長
17.0%

次長・課長
5.7%

その他
5.6%

製造業
35.9%

サービス業
16.8%卸売・小売業

13.2%

情報・通信業
6.6%

金融・保険・
不動産業

7.2%

その他
14.3%

建設業
6.0%

首都圏
63.3%東海

9.5%

関西
8.9%

九州
5.3%

北海道・東北
4.7%

北陸
4.1%

その他
4.2%


