本経営部会の

定例会スケジュール・プログラム
（2020年度）

理 念 と目 的

日程

船井総合研究所が主催する
「ファクトリービジネス研究会 部品加工業経営部会」は、
次の２つの理念で運営しています。

1. 即時業績向上
「脱下請け」
「脱価格競争」
「新規優良顧客の開拓」
「新たなビジネスモデルの付加」を推進することにより
比較的短期（１年以内）での業績向上を目指します。

2. 師と友づくり
経営は１人ではできません。同業種だからこそ行える横の連携、全国レベル
での人脈形成に加え、自社のベンチマーク先をつくることができます。

2020年02月07日(金)

東京本社 丸の内

定例会

第２回

2020年04月03日(金)

東京本社 丸の内

定例会

第３回

2020年06月19日(金)

東京本社 丸の内

定例会

第４回

2020年08月19日〜21日

品川 ※研究会開催日未定

経営戦略セミナー

第５回

2020年10月09日(金)

東京本社 丸の内

定例会

第６回

2020年11月

未定

視察セミナー

第７回

2020年12月18日(金)

東京本社 丸の内

総会

第１講座

11:00~12:00

本経営部会の目的とします。

第２講座

13:00~14:00

本経営部会の主な活動内容

第３講座

1 成功事例を持ち帰り、
実践する！年６回開催の超実践型定例会

14:15~15:15
第４講座

15:30~16:30

▲定例会の様子

3 全国100社を超える会員間の相互連携による独自サプライチェーンの形成
ファクトリービジネス研究会には、営業利益率20％も
の高収益モデル企業の会員様、また国内有数の技術を
有する会員様がおられます。
本研究会にご参加いただくことで、全国にこうした優
良会員様とのネットワークを形成いただくことが可能
になります。

ものづくり経営レビューは、船井総研独自の業界に特化した
経営情報・市場の最新情報をご提供する会員誌です。

その他 業界に特化した時流に適応した
コンテンツをご提供

モデル企業経営者による講演

毎回、
業界内のモデル企業経営者をお招きし、
この研究会でしか聴けない、
示唆に富み、
同業種の迫力ある講演をお聴きいただきます。

業績向上テーマ・時流テーマの講演

原価管理や生産性向上といったＱＣＤに関わるテーマや、
採用・教育・育成
新技術・新商品開発といった人・モノ・カネに関わる時流テーマです。

会員企業様による成功事例発表

ファクトリービジネス研究会の会員企業より、
日々の取り組み事例をご発表頂く講座です。
同じ研究会の同志から聞くこの
発表は、
刺激と共に大きな学びを得ることができます。

船井総研による最新事例紹介
船井総研が日々のコンサルティングの中で作り上げた成功事例や、
時流、
業界動向についてお伝えいたします。

※第１講座・第４講座は「ファクトリービジネス研究会 機械加工業経営部会」との合同開催といたします。

2 国内外の先進事例を体感する！モデル工場視察セミナー

「ものづくり経営レビュー」
を発行

・2019年時流対策
・自社の強み把握
・成長分野からの受注
・優良顧客のニーズ
・装置受注／システム受注
・メーカー化
・加工技術の潮流
・IoT・クラウドによる生産性向上
・原価管理／生産管理のトレンド
・採用／定着／働き方改革
・多能工化の推進／設計者の育成
・モチベーションアップ
・評価制度／賃金制度のトレンド
・社員教育／管理職育成の手法

定例会プログラム

我が国の競争力向上に貢献できる製造業を目指すことを、

船井総研より
4 定例会の無い月は、

内容

第１回

以上の取組みを通して業績向上と永続的経営を実現し、社会貢献とともに

定例会では、最新の市場ニーズと成功事例を持ち帰って頂くため、
大手メーカーのキーマンに加え、ベンチマーク企業の経営者を毎
回お招きし、ご講演を行って頂きます。生の情報・事例に直接触れ
て頂き、今後の自社の経営にお役立てください。
定例会の様子は毎回録画され、定例会終了後に議事録として会員
の皆様に配信いたします。
ご参加後の振り返り・またご欠席の場合でも定例会の内容を把握
いただけます。

会場

本経営部会 8 の特典
1.
2.
3.
4.

※全て税抜き価格で表示しております。

毎月1回30分のお電話またはFAXでの
「無料個別経営相談」が受けられます。
経営戦略セミナーに会費充当にてご参加いただけます。
（150,000円相当）
FUNAIメンバーズ Plus へ無料にてご入会いただけます。
（3,000円/月相当）
入会時の特典として経営セミナーCDを無料進呈します。
（50,000円相当）
※受託加工で営業利益率15％超の会社をつくる！
「部品加工業社長の仕事」
CD全5巻

5.「モデル工場視察セミナー」に会員特別価格でご参加いただけます。
6. 船井総研のセミナーに会員価格でご参加いただけます。
7. 社員満足度（ES）の実情がわかる、船井総研が開発した
▲会員間情報交換の様子

▲日経BP社からの出版

組織力診断サービスを実施・提案させていただきます。

8. 全国100社を超える会員企業様によるＳＮＳ（チャットワーク）にご参加いただけます。
加工の見積り依頼や、様々な相談ごとなどを投げかけることができるネットワーク無料でご参加いただけます。

FAX:06-6232-0194
ファクトリービジネス研究会

事務局 眞鍋（マナベ）宛にお送りください。

部品加工業経営部会

入会・無料お試し参加ご希望の方は、下記にご記入の上、この用紙をそのままFAXして下さい。FAXが届きましたら、
担当者より受信確認のお電話をさせていただきます。
右記にチェック・ご記入ください︒

無料お試し参加を希望する。
↓ご希望の日付をご記入ください

日程（

月

日

）

＜注＞先端「町工場」視察セミナーへのお試しについては、会員料金でのご対応とさせていただきます。

本経営部会に入会する。
入会 金： 110,000円（税込）／100,000円（税抜）
年会費： 264,000円（税込）／240,000円（税抜） 月額：20,000円／月（税抜）

◆ 部品加工業経営部会・2020年度スケジュールのご案内 ◆
日 程

◆ 定例会プログラム 11：00〜16：30（10：30〜受付）

会 場

第１講座

第１回

2020年02月07日(金)

東京本社 丸の内

11:00~12:00

第２回

2020年04月03日(金)

東京本社 丸の内

第2講座

第３回

2020年06月19日(金)

第４回

2020年08月19日〜21日

第５回

2020年10月09日(金)

第６回

2020年11月

13:00~14:00

東京本社 丸の内
品川 ※研究会開催日未定

第3講座
14:15~15:15

東京本社 丸の内

第4講座

未定

15:30~16:30

第７回

お問合せ

2020年12月18日(金)

TEL

東京本社 丸の内

ファクトリービジネス研究会

毎回、業界内のモデル企業経営者をお招きし、この研究会
でしか聴けない、示唆に富み、同業種の迫力ある講演をお
聴きいただきます。

業績向上テーマ・時流テーマの講演

原価管理や生産性向上といったＱＣＤに関わるテーマや、
採用・教育・育成、新技術・新商品開発といった人・モノ・カ
ネに関わる時流テーマです。

会員企業様による成功事例発表

ファクトリービジネス研究会の会員企業より、日々の取り
組み事例をご発表頂く講座です。同じ研究会の同志から聞
くこの発表は、刺激と共に大きな学びを得ることができま
す。

船井総研による最新事例紹介

船井総研が、日々のコンサルティングの中で作り上げた成
功事例や、時流、業界動向についてお伝えします。

※第１講座・第４講座は「ファクトリービジネス研究会 機械加工業経営部会」との合同開催といたします。

お申込専用

06-6232-0188 （平日9:30〜17:30）

●お問合せ：ファクトリービジネス研究会事務局

モデル企業経営者による講演

FAX

眞鍋（マナベ）

部品加工業経営部会

06-6232-0194 （24時間受付中)

FAX:06-6232-0194

眞鍋

●本研究会に入会いただいたお客様には、弊社会員サポートサービス「ＦＵＮＡＩメンバーズＰｌｕｓ」を無料でご利用いただけます。
●
「ＦＵＮＡＩメンバーズＰｌｕｓ」は、経営に役立つ情報ノウハウを様々な媒体で提供する、会員向け有料サービスです。
サービス内容の詳細はこちらからご覧ください。
（http://www.funaisoken.co.jp/help/privilege.html）

【主なサービス内容】
①WEB( 毎日更新 ) ②ＮＥＷＳ ＬＥＴＥＥＲ
（毎週木曜日配信） ③Booklet( 隔月 ) ④ＣＤ
（隔月） ⑤ＣＤ・ＤＶＤ・マニュアルの購入 20％ＯＦＦ ⑥セミナー参加料金会員価格適用
【個人情報に関する取り扱いについて】
1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、
セミナーのご案内といった船井総研グループ各社の営業活動やアンケート等に
使用することがあります。
（ご案内は代表者様宛にお送りすることがあります）
法令で定める場合のほか、
お客様の承諾な
しに他の目的に使用いたしません。
2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。
詳しくはホームページをご確認ください。
3.研究会のご案内時に、
いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研グループが個人情報の管理に
ついて事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代行会社に発送データとして預託することがございます。

事務局

請求書・口座振替

登録

FMP

4.必要となる情報
（会社名・氏名・電話番号）
をご提供いただけない場合は、
お申込のご連絡や商品の発送等ができない
等、
お手続きができない場合がございます。
5.お客様の個人情報に関する開示、
訂正、
追加、
停止又は削除につきましては、
船井総研コーポレートリレーションズ・顧客
データ管理チーム
（TEL06-6232-0199）
までご連絡ください。
【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス 総務部法務課
（TEL03-6212-2924）

顧客登録

検

ダイレクトメールの発送を希望しません □
※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を
希望されないときは、
□を入れて当社宛にご連絡ください。

