
株式会社 船井総合研究所 〒100- 0005東京都千代田区丸の内1- 6- 6 日本生命丸の内ビル21階 担当：藪﨑（やぶさき）

平日
9:30～17:30 FAXTEL: 03-6212-2933 : 03-6212-2201

WEBからもお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ [www.funaisoken.co.jp]/右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 033213

しんきん経営研究会（６月） お問い合わせNo.S033213

主
催

金融庁監督局銀行第二課

地域金融機関等モニタリング室長

日下 智晴 氏

「顧客本位のビジネスモデルを考える」講演テーマ

＜今回のテーマ＞

24時間対応



徹底議論！先進事例を見て聞いて学ぶ!

視察企業２ アリババ株式会社

視察企業３ ダイアゴナルラン東京

視察企業1 第一勧業信用組合

特別講演 グラミン日本（準備機構）

特別講演1

金融庁監督局銀行第二課

地域金融機関等モニタリング室長

日下 智晴 氏

講演テーマ
「顧客本位のビジネスモデルを考える」

特別講演2 しんきん経営研究会外部アドバイザー講座
学校法人 日本大学 商学部 教授

長谷川 勉 氏
金融コンサルタント

大内 修 氏

講演テーマ

「持続可能なビジネスモデルを考える」

特別講演3 船井総合研究所講座
株式会社 船井総合研究所
マーケティングチーム
チームリーダー シニア経営コンサルタント

新井 智海

講演テーマ

船井流 業績アップ手法

情報交換・質問会

●金融庁 日下 智晴 氏

●学校法人 日本大学 商学部 教授
長谷川 勉氏

●金融コンサルタント 大内 修 氏

●船井総合研究所 金融財務グループ
コンサルタント

ご参加いただいている信用金庫様同士の
情報交換・質問会

【ファシリテーター】

ビジネスモデルについて考える充実の二日間！

特別講演＆情報交換会６月２日（土）６月１日（金） バス視察ツアー

地域金融機関による最新・創業支援コワーキング

注目度世界No.1のキャッシュレス＆信用スコアリング

「ノーベル賞」受賞のマイクロファイナンス

“芸者さんローン”“のれん分けローン”など、業界初のロー

ンを次々と打ち出して話題を集める一方で、格付けや業績
よりも人や事業を見る「目利き力」を職員に習得させ、無担
保・無保証で融資を行う異例の融資態勢を構築。起業支
援、地方創生にも積極的で、地方の信用組合との連携を
推し進め、すでに16の信組と連携を組んでいる。
第一勧信は信組業界の地方連携の旗手でもある。

阿里巴巴集団は、中華人民共和国の情報技術
などを行う。（中国本社は浙江省杭州市）

アリババ株式会社は、日本企業の海外市場開
拓の支援を通じて、地域経済・日本経済の活性
化をはかるため、中国のアリババグループとソ
フトバンクグループ株式会社の合弁により設立
された。2008年5月30日設立。

2017年4月、ふくおかフィナンシャルグループは、東京・八重洲
にコワーキングスペース「Diagonal Run Tokyo」を開設。

イノベーションの共創に必要な様々な機能を併せ持つ『場』を提
供することで、地域と東京、地域と地域のヒト、企業、アイデア、
情報が交わり、そこから生まれる既存の枠組みを超えた新しい
『仕組み』を活用することで、地域経済の活性化を目指す。

グラミン銀行はノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏がバングラデシュ
で立ち上げたマイクロファイナンス機関。生活困窮者へ無担保・低金利で少額
融資を行う。このモデルは途上国だけでなく、米英仏など先進国でも貧困脱却
に一定の成果をあげている。2018年夏をめどに「グラミン日本」を立ち上げる
予定。寄付や出資、クラウドファンディングなどで資金を調達していく。

協同組織金融によるコミュニティ型金融包摂

1日目 2日目



特別講演＆情報交換会

スケジュール

バス移動

徒歩移動

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
グラミン日本準備機構

１８：0０

懇親会スタート

徒歩移動

※ 懇親会は別料金です。（ご参加は任意です）
※ 日下 智晴 様は懇親会から参加されます。

神戸大学経営学部卒業後、広島銀行入行。総合企画部で取引先の事業再生や銀行自身の事業再構築を担当し、融資企画部
長時代に定性分析を開始。その後大阪支店長、リスク統括部長を経て退職し平成27年11月、金融庁が地域金融機関の改革
を担う専門部署「地域金融企画室」を監督局に新設した際、初代室長に就任。現在は、総務企画局地域金融企画室長・検
査局総務課地域金融機関等モニタリング長を兼務。

201８年６月２日(土) 10:00～16:00

特別講演

講演テーマ：「持続可能なビジネスモデルを考える」

講演テーマ：「顧客本位のビジネスモデルを考える」

講演テーマ：船井流 業績アップ手法

日下 智晴 氏

ファシリテーター：金融庁 監督局銀行第二課 地域金融機関等モニタリング室長 日下 智晴 氏

学校法人日本大学 商学部 教授 長谷川勉 氏

金融コンサルタント 大内 修 氏

株式会社船井総合研究所金融財務グループ コンサルタント

株式会社 船井総合研究所
マーケティングチーム チームリーダー シニア経営コンサルタント

2日目のコンテンツ

コンテンツ＆スケジュール

(09:30 受付スタート)

株式会社 船井総合研究所
東京本社

金融庁 監督局銀行第二課
地域金融機関等モニタリング室長

研究会
アドバイザー

講座

コンテンツ1

コンテンツ2

学校法人 日本大学 商学部 教授

長谷川 勉 氏
協同組織金融思想史、非営利型金融組織を
主な研究テーマとしている。2001年に日本
協同組合学会賞を受賞。著書に「いまなぜ
信金信組か」（日本経済評論者）などがある。

船井総研
講座

コンテンツ3

情報
交換会

コンテンツ４
情報交換会

ご参加いただいている信用金庫様同士の情報交換・質問会になります

※昼食はこちらでご用意いたします

アリババ株式会社

会場：ダイアゴナルラン東京

６月２日（土）

６月１日（金） バス視察ツアー

新井 智海
船井総合研究所入社後、小売業・不動産・スポーツ業界・パチンコ業界に携わる。
近年の低貸しブームで、業績最大化ノウハウを作り上げた。今ではホール営業全般の業績改善のスペシャリ
スト。自店分析・商圏分析・競合調査から導きだされる営業戦略には定評がある。
近年、新規出店・リニューアルの支援に多く携わり、戦略策定や営業戦略の提案は評価が高い。

丸ビル前
12:00 集合

第一勧業
信用組合

バス移動

1日目

2日目

201８年６月１日(金) 12:00～18:00
(11:45 受付スタート)

丸ビル前集合（12:00）
JR東京駅／丸の内南口から徒歩１分

コンテンツ＆スケジュール

金融コンサルタント

大内 修 氏
三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行、人事部
次長、理事個人部長などを歴任。三菱電機
クレジット代表取締役、(株)MMCダイヤ
モンドファイナンス代表取締役など歴任。著書多数。



しんきん経営研究会 とは
-What Shinkin Bank Forum is-

しんきん経営研究会が全国の信用金庫様に
ご支持をいただいている理由

株式会社 船井総合研究所
金融財務支援部 金融財務グループ
グループマネージャー／エグゼクティブ経営コンサルタント
文野成信（しんきん経営研究会主宰者）

しんきん経営研究会は㈱船井総合研究所が主催する信用金庫の経営者・経営幹部向け

の半永続的な会員制勉強会です。発足から約1年、現在、北は北海道から南は九州まで、

日本全国の信用金庫様が会員となっているだけではなく、業界紙で取り上げられる等、各

方面からご支持を頂けるまでになりました。

融資増強

事業性
評価

事業承継
M&A

短期継続
融資

創業
支援

しんきん経営研究会

金庫の融資増強を目的とした勉強会
【研究会の概要】 当研究会では、隔月で金庫の

融資増強の為のテーマを設定

し、勉強会を開催しております。

昨年度はＭ＆Ａ・事業承継や、

短期継続融資、事業性評価

など、信用金庫経営・融資増強になくてはならない、旬なテーマを取り上げたことが、皆様

からご支持を頂けた理由の一つだと考えております。

定例会での講座構成

日下 智晴様

6月にご登壇いただくゲスト講師（一部） 毎回ご参加いただいている外部アドバイザー

③情報交換会・質問会

①テーマに即したゲスト講師講座 ②研究会外部アドバイザー講座

大内 修様 長谷川 勉様

日本大学商学部教授金融コンサルタント

④船井総研コンサルタント講座

毎回の講座構成は右記の４つ

ら構成されており、例会では毎回

船井総研、研究会外部アドバイザ

ー（大内様、長谷川様）がファシリ

テーターとなって、参加されている

金庫様同士の情報交換会・デイス

カッションを行っていることが、本

研究会の特徴となっており、単なる

座学ではなく、実践・事例を中心とした会とし、即時業績に連動する手法やノウハウを持ち
帰って頂けるようになっております。

研究会の特徴

しんきん経営研究会が目指すもの

しんきん経営研究会では、全国マーケットに8,000社以上の中小企業の顧客基盤をもつ
弊社が研究会という総合的なご支援活動を通じ、「あるべき」信用金庫のビジネスモデルを
より確固としたものにし、貴金庫の発展及び地域経済の活性化に寄与することを目指して
おります。
まだ、参加されたことがない信用金庫様は、特別価格（2日目無料）でご参加いただけます
ので、ぜひ奮って、ご参加ください。

しんきん経営研究会が目指すもの



2日間参加/一名様 2日目のみ参加/一名様

FAX 担当：藪崎（ヤブサキ）

しんきん経営研究会 （６月）
会場施設などの都合により先着順とさせていただきます。お早目のお申し込みをお待ちしております。

大
阪
会
場

開
催
要
項

下記のFAX送信用お申込用紙をご利用下さい。
お申込頂きました後、郵便にて 受講票 と 会場の地図 をお送り致します。 万一1週間前までにお手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡下さい。

日時

受講料

お申込み方法

お問い合わせ
株式会社 船井総合研究所

03-6212-2201

TEL 03-6212-2933 FAX 03-6212-2201
お申込専用

●申込みに関するお問合せ：藪﨑（ヤブサキ）●内容に関するお問合せ：文野
※受講票の発送をもって、セミナー受付とさせて頂きます。 お問い合わせNo. S.033213

お問い合わせNo. S.033213

お振込み先
お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております ※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます

三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通No.5785542口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

下記口座に直接お振込ください。

お振込 先

▲

24時間
対応9:30～17:30

（平日）

。 。

201８年６月１日（金）【集合 12:00/解散 18:00】～ 201８年６月２日（土）【集合 10:00/解散 16:00】

集合場所 201８年６月１日（金） 201８年６月２日（土）

無料でご参加いただけます
※諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくこ
とがございます。尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。
※セミナー参加料金にはテキスト代・バス代・2日目昼食代が含まれます。※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。
●受講料のお振込は、開催日の1週間前までにお願いいたします。 ●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

申し込み取消時期 取消料
セミナーの開始日の前日から起算して21日前まで

セミナーの開始日の前日から起算して20日前まで
（日帰りセミナーの場合は10日前）

セミナーの開始日の前日

セミナーの開始日の当日

セミナーの開始後の解除または無連絡不参加

頂きません

旅行代金の30%

旅行代金の40%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

●受講料に含まれないもの：集合場所までの交通費・宿泊費・懇親会費
●お客様のご都合で、ご参加を中止される場合は、左記の取消料をお支払いいただきます。
●お取り消しのご連絡は、平日（月曜～金曜日）午前9時30分～午後5時でお受けいたします。
●添乗員は同行いたしません。担当コンサルタントが同行いたします。
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認の上、ご契約ください。
●当視察セミナーでは、当社が手配した交通手段以外でのご参加はご遠慮いただいております。

会員
価格

一般
価格 40,500円（税込） 32,400円（税込）

ご参加者名 参加日 ご参加者名

１

フリガナ

２

フリガナ

３

フリガナ

４

フリガナ

５

フリガナ

６

フリガナ

フリガナ

貴庫名

フリガナ 役職 フリガナ 役職

代表者名
ご連絡

担当者

住所 〒 －

ＴＥＬ － － ＦＡＸ － －

しんきん経営研究会
（６月）

役職 役職

□2日間
□1日目のみ
□2日目のみ

参加日

□2日間
□1日目のみ
□2日目のみ

□2日間
□1日目のみ
□2日目のみ

□2日間
□1日目のみ
□2日目のみ

24時間
対応

【集合場所：㈱船井総合研究所 東京本社】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

【集合場所：丸ビル前】
JR東京駅／丸の内南口から徒歩１分

ご入会中の弊社研究会があれば□をお付け下さい。

□Funaiメンバーズplus     □その他各種研究会（ ）研究会

旅行企画・実施：東京都知事登録旅行業第2-6793号
株式会社船井総合研究所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

お申し込みはこちらから

F2099
検


