サービス産業経営者及び経営スタッフ育成のための

﹁知恵の場﹂受講生募集のご案内

主催

NPO法人日本ホスピタリティ推進協会

協力

株式会社ＭＳ＆Consulting、株式会社コーチ・エィ

この企画は、次世代のサービス産業の経営を担う強い意欲のある方々に、第一線の経営を
学んでいただく機会を提供したいとの思いから実現しました。企画の実施にあたっては、経済
産業省商務情報政策局サービス産業室が主催する「サービス産業経営者育成研究会」とも連
携し、当該研究会の委員である一流の経営者を「知恵の場」の講師陣に迎え、現場で働く方々
の参加しやすい時間帯・受講価格に設定しています。

プログラム日程

講師

※講師プロフィールは裏面をご覧ください。

第１回

10月26日（水）
18:00〜21:00

株式会社スーパーホテル
会長 山本 梁介氏

第２回

11月７日（月）
18:00〜21:00

株式会社良品計画

第３回

12月６日（火）
18:00〜21:00

株式会社コーチ・エィ
代表取締役会長 伊藤 守氏

2012年１月25日（水）

第４回

18:00〜20:30
※終了後、新年会を予定

第５回

代表取締役会長
（兼）執行役員

ワタミ株式会社
代表取締役社長 桑原 豊氏

2012年２月15日（水）

一橋大学大学院

18:00〜21:00

国際企業戦略研究科准教授

藤川 佳則氏

■ コメンテーター：株式会社ルネサンス 代表取締役会長 斎藤 敏一氏
■ ファシリテーター：株式会社 MS＆Consulting 常務執行役員 渋谷 行秀氏
■ 講座の進め方
①講師の方の自らの経営者としての経験を基にした講義
②小グループに分かれてのディスカッション

場 所：

③講師の方に対する質疑応答

東京国際フォーラム 会議室
東京都千代田区丸の内3-5-1
JR線：有楽町駅より徒歩1分、東京駅より徒歩5分
地下鉄：銀座駅/日比谷駅より徒歩5分

み締
お申込

松井 忠三氏

切

10月19

日（水）

り次第
員にな
は、定
す
お申込 せて頂きま
終了さ

ＴＥＬ： 080-3388-3118「知恵の場」専用番号
対 象： 原則、30代〜50代で、サービス産業の
経営を担う意欲のある方
参加費： 25,000円（全５回）
※法人の参加者に限り、２回まで代理出席頂けます。
※参加多数の場合はお断りさせて頂くこともございます
予めご了承ください。

お申込は裏面をご覧下さい

講師 ＆ コメンテーター紹介

第１回講師

第２回講師

株式会社スーパーホテル

第３回講師

株式会社良品計画

株式会社コーチ・エィ

代表取締役会長
（兼）執行役員

会長

山本 梁介氏

代表取締役会長

伊藤 守氏

松井 忠三氏

1942年生まれ。1964年3月、慶應義塾大学経済学
部を卒業。3年間、繊維・化学品の専門商社である蝶
理に勤めた後、不動産事業に従事。シングルマン
ションの管理・運営などを手がける。1989年12月、
スーパーホテルを設立して会長に就任、現在に至
る。1995年5月、
シングルマンションを運営・管理す
るシティー・エステートを設 立し、会 長に就 任（ 現
任）
。シングルマンションの部屋数は約5000室。最
近 は 、シ ル バ ー ホ ー ム も 手 掛 け て い る 。さらに
1996年9月、社会福祉法人聖綾福祉会を設立し、
理事長に就任
（現任）
。主な受賞歴：関西経営品質イ
ノベ ー ション 賞 ( 2 0 0 7 年 度 ) 、日 本 経 営 品 質 賞
(2009年度) 。環境省認定
「エコ・ファースト企業」
。

静岡県生まれ。
1973年東京教育大学(現・筑波大学)
体育学部卒業後、
㈱西友ストアー(現・合同会社西友)
入社。
1992年㈱良品計画入社、
1993年㈱良品計画
取締役、
1997年㈱良品計画常務取締役、
1999年㈱
良品計画専務取締役 同年㈱アール・ケイ・
トラック代
表取締役社長、
2000年ムジ・ネット㈱代表取締役社
長、
01年㈱良品計画代表取締役社長、
同年ムジ・ネット
㈱取締役、
同年㈱アール・ケイ・
トラック取締役
（現任）
、
02年㈱良品計画代表取締役社長
（兼）
執行役員、
04
年㈱良品計画代表取締役社長
（兼）
執行役員
（兼）
情報
システム担当管掌、
06年㈱良品計画代表取締役社長
（兼）
執行役員、
08年㈱良品計画代表取締役会長
（兼）
執行役員
（現任）
、
09年ムジ・ネット㈱代表取締役社長。

第４回講師

1997年に株式会社コーチ・トゥエンティワンを設立。
コーチ・トレーニン グ・プログラムを開始する。企業向
けコーチングにおいても多数の実績を持ち、2001年
には株式会社コーチ・エィを設立。地方公共団体、教
育機関、経営者 団体などを対象とする講演も多数。
企業・経営者団体などを対象とした研修のほか、経営
者の個人コーチも自ら手がける。国際コーチ連盟マ
スター認定コーチ。
『３分間コーチ』
『コーチング・マネ
ジメント』
（以上、
ディスカヴァー刊）
、
『 小さなチームは
組織を変える』
（ 講談社）
、
『 会話から始めるコーチン
グ』
『 もしもウサギにコーチがいたら』
（ 大和書房）、
『絵で学ぶコーチング』
（日本経団連出版）
他著書多
数。

第５回講師

ワタミ株式会社

コメンテーター
経済産業省
サービス産業経営者
育成研究会委員長
株式会社ルネサンス
代表取締役会長

一橋大学大学院
国際企業戦略研究科

代表取締役社長
准教授

桑原 豊氏

藤川 佳則氏

1958年東京都生まれ。1978年株式会社すかいらー
く入社、
エリアマネジャーに就任。その後、
すかいらー
く系列の株式会社藍屋入社し、藍屋の創業に深く携
わり、第1号店の店長に就任、生産部長、商品開発部
長、営業部長を歴任。1998年10月にワタミフード
サービス株式会社
（現ワタミ株式会社）
創業者の渡
邉美樹氏の誘いで同社に入社。営業本部長、常務取
締役営業本部長を歴任し、2004年7月にワタミダイ
レクトフランチャイズシステムズ株式会社社長に就
任。2008年8月にワタミフードサービス株式会社代
表取締役社長兼ワタミダイレクトフランチャイズシ
ステムズ株式会社代表取締役社長に就任、2009年
6月にワタミ株式会社代表取締役社長に就任。

1969年京都府生まれ。一橋大学経済学部卒業。同
大学院商学研究科修士。ハーバード・ビジネススクー
ルMBA（経営学修士）、ペンシルバニア州立大学
Ph.D.
（経営学博士）
。ハーバード・ビジネススクール
研究助手、ペンシルバニア州立大学講師、
オルソン・
ザルトマン・アソシエイツ(コンサルティング)、一橋大
学大学院国際企業戦略研究科専任講師を経て現
職。経済産業省
「産業構造審議会サービス合同小委
員会」
委員、
「サービス・グローバル研究会」
委員、等。
『Harvard Business Review』、
『 一橋ビジネスレ
ビュー』等に執筆。訳書に『心脳マーケティング』
（ダ
イヤモンド社 2005）
。

参加費お支払い方法｜銀行振込

斎藤 敏一氏
1944年宮城県生まれ。1967年大日本インキ化学
工業株式会社(現DIC株式会社)入社。研究所等を経
て、1979年企業内ベンチャー事業として健康スポー
ツ事 業を企 画 、株 式 会 社 ディッククリエ ーション
（2003年株式会社ルネサンスに社名を変更、2006
年３月東証一部上場）を設立して出向、後に転籍。
1992年６月代表取締役社長に就任、2008年４月よ
り代表取締役会長。社団法人スポーツ健康産業団体
連合会会長、公益社団法人経済同友会幹事・サービ
ス産業活性化委員会委員長。株式会社ルネサンス
は、
スポーツクラブ90ヶ所、
スイミングクラブ５ヶ所、
テニスクラブ・スクール３ヶ所、
ヨガ・ピラティススタジ
オ４ケ所の計102ケ所を経営している。

参加費お支払い後、お客様のご都合によるキャンセル・払戻しは一切できません。ご了承ください。

参加費：25,000円（全５回）｜お振込は10月20日（木）までにお願いします。
振込先：三菱東京UFJ銀行 四谷支店 （普）０６２６７７２ 日本ホスピタリティ推進協会
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

※振込控えをもって領収書に代えさせて頂きます。

参加申込書（ FAX｜E-mail ）申込締め切り10月19日（水）
●
「個人情報の取り扱いについて」の内容にご同意の上、お手数ですが本用紙に必要事項をご記入、下記ＦＡＸ番号へご送信ください。
●参加お申込み後にキャンセルされる場合は、必ずNPO法人日本ホスピタリティ推進協会（電話：03-3591-3545、担当：橋本）までご連絡下さい。
＜個人情報の取扱いについて＞参加者の個人情報は、本セミナー並びに参加者へのサービスやイベントのご案内のみに利用し、
それ以外の目的で使用する事は致しません。
（フリガナ）

お名前

年齢

歳

貴社名

ご連絡先
電話番号
ご住所

所属部署

役職名

Ｅメール
アドレス

●Ｅメールでのお申込み：上記内容を本文に記載し、件名に【知恵の場】
とお書き添えの上、chienoba@hospitality-jhma.orgにお送り下さい。

申込書
送付先

FAX :

03-3591-3546

お問合せ先：NPO法人日本ホスピタリティ推進協会 事務局
東京都港区西新橋2-15-17 リッツ虎ノ門５F 担当：橋本 080-3388-3118
（携帯）
電話：03-3591-3545（代表） ＵＲＬ：http://www.hospitality-jhma.org

