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■ 再生 M&A（買い手側）の実務
■ 中期経営計画の作り方
■ 戦略コンサルタントの問題解決力
■ 戦略コンサルタントのコミュニケーション力
■ 戦略コンサルタントの経営総合力（秋期開催予定）
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事前
学習 講義 グループ

ディスカッション

解 説
グループディスカッションにより生じた

受講生の疑問に、
講師が実践的な解を提供

第一線で活躍する
弊社現役

コンサルタントが
講師

経営学から法務・会計など、
深く広い知見を活かし、

総合的な
判断力を育成

実際にコンサルタントが
取り組んだ事例から、

問題解決の
ノウハウを学ぶ

●経営人材の育成 受講目的
課題の解決=実践型

社
員
全
般

経営企画部門
事業戦略部門
コンサルティング部門
金融機関

能力開発、スキルアップ=理論型

受
講
対
象

FBS
経営人材の
育成

一般
研修
会社

大学院
大学
MBA

大手
ビジネス
スクール
G社

eラーニング
ビジネス
スクール

経営企画部門
事業戦略部門
コンサルティング部門
金融機関など

●経営課題を解決する
　実践型の教育

（経営課題に取り組む人材）

フロンティア・ビジネススクールならではの学び

社員教育におけるフロンティア・ビジネススクールのポジショニング

「超実践型」を裏付ける 3つの特徴

・科目毎の講義時間は３時間 ( 一部の講座は５時間 )

・ケースは基本、講師自らが経験した事例を参考に作成しているので、受講生の疑問・悩み・課題に対し、
より現実的な示唆を提供することが可能

・講義は参加型のセッションが中心（一部、座学もございます。）

・短時間で効率的に学ぶために、事前に資料を送付、受講者様に課題に取り組んでいただく 
（開講日の約2週間前に送付しております。講座により事前課題がないものもございます。）

・事前課題に取り組んでいただくことにより、充実したグループディスカッションを行うことで、実践的か
つ効果的に学べる

2020 年度 新講座のご案内2020 年度 新講座のご案内
フロンティア・ビジネススクール（FBS）では、第

一線で活躍する現役コンサルタントによる実践的な講
座を開催しておりますが、この度今まで当スクールを
受講頂きました方々からアンケートやご意見を頂戴す
る中で、数々のご要望を頂き、その中で特にご要望の
強かったテーマを新講座といたしまして 5 講座開催さ
せていただく運びとなりました。

特に今回の新講座のうち２講座は弊社フロンティア・
マネジメント株式会社代表の大西正一郎「再生 M&A の
実務」と松岡真宏「戦略コンサルタントの経営総合力」

（春期・秋期のみ開催）が講師として登壇いたしますので、是非こ
の機会に弊社コンサルタントのコンサルティング現場で
の実践から磨き上げたスキルや生々しい体験からの知見
を講座を通じ学んで頂ければ幸いです。

フロンティア・ビジネススクール事務局

M&A

経営管理

経営戦略

コンサルティング
スキル

新規5 講座スタート

再生 M&A（買い手側）の実務
～難易度の高い案件を実践する M&A 巧者になろう～

中期経営計画の作り方
～“画餅”にしないためのポイント～

コンサルティング・スキルM&A

経営戦略

7/7
（火）

9/15
（火）

戦略コンサルタントの
                  問題解決力

～明日から使える仮説思考～

9/29
（火）

戦略コンサルタントの
                  コミュニケーション力

～情報をどう捉え、どのような示唆を得るか～

9/30
（水）

戦略コンサルタントの
                  経営総合力

～制約条件下でのリアルな意思決定戦略～

秋期
開催予定

（「企業再生現場タイムトリップ体験」の再編集版になります）

2020
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本年度より、「戦略コンサルタントの問題解決力」「戦
略コンサルタントのコミュニケーション力」の 2 つの
講座を担当いたします。コンサルティングにおいては、
戦略以外にも、R&D 部門や工場、営業、サプライチェー
ン、組織、人事等幅広い領域を手掛けてきました。今
回の講座は、どんな領域でも課題解決のアプローチの
基本形は変わりませんので、そのエッセンスをまとめ
たものです。どちらの講座もミニケーススタディをワー
クショップ形式で、参加者の皆様で解を出して進めて
いただく、実践的トレーニングと位置付けています。
「戦略コンサルタントの問題解決力」では、戦略的

なものから日常業務におけるイシューまで多様なミニ
ケースを準備、すぐに使える問題解決のための思考法
を習得いただきます。

「戦略コンサルタントのコミュニケーション力」では、
あふれる情報をどう整理し、そこから得られる示唆の
出し方をケーススタディから学び、自身の企画をどの
ように経営に諮っていくかの一助になればと考えてお
ります。

いずれも中間管理職レ
ベル、および各種企画職
に就いている方々の受講
を想定しております。

脳に汗をかく講座です
ので、体調を整えてご参
加ください。

本年度より「中期経営計画の作り方」の講座を、新
たに担当させていただくことになりました。

これまでのコンサルキャリアでは、厳しい制約があ
る中での窮境企業の事業再生支援から、今後の環境変
化を見据えた業界リーディングカンパニーのビジネス
モデル変革支援まで、幅広いテーマで中期経営計画の
策定に携わってきました。

これらの経験を通じて実感したことは、計画を“画餅”
にさせないためには、①戦略を研ぎ澄ます「論理＝ロ
ジック」と共に、②最終的に計画の推進主体となる社
員の理解＝「情理」が伴わなければならないというこ
とです。乗り物に例えるならば、この 2 つは両輪であ
り、どちらが欠けてもうまく前に進むことはできませ
ん。この点は中期経営計画策定に限らず、企業経営の
あらゆる局面で重要となる考え方だと思っています。

今回担当させていただく講座では、受講者の皆様に

「論理」的に考えることの重要性だけでなく、自身の考
えをヒトに伝え、理解を促し、行動してもらうための「情
理」的なアプローチについてもお伝えしたいと思って
います。そして、皆様がこの講座で学んだことを、日々
の業務ですぐに実践できるような「再現性」の高い講
座を目指していきたいと思います。

経験に裏打ちされた中計策定の「勘所」をお伝えすると共に、
参加者のお悩みにもお応えする「双方向型」の講座を目指します。

ワークショップ形式で、参加者の皆様で解を出していっていただく、
実践的トレーニングです。

中期経営計画の作り方

戦略コンサルタントのコミュニケーション力
戦略コンサルタントの問題解決力

講師　彦工 伸治
池葉 健吾

講師　村瀬 協吾

再生 M&A（買い手側）の実務
通常のＭ＆Ａよりも難易度が高い、
再生企業の買収（Ｍ＆Ａ）に自信をもって臨めるノウハウを
講義で習得していただきます。

本年度より、M&A 関連講座の応用編として、「再生
M&A（買い手側）の実務」講座を開始いたします。私
は、法律事務所、産業再生機構における経験も含めて、
これまで多岐にわたる企業再生案件や再生企業への投
資に携わってきました。これらの経験を通じて、買い
手側として、再生 M&A を上手に自社の成長に活用し

ている企業も多く目にしてきましたし、逆に再生 M&A
を行っていても、あまりうまく成長に活用できていな
い企業も目にしてきました。

本講座では、一般的な M&A と比べて難易度の高い
再生 M&A という応用型の講義を行います。再生 M&A
は、受講者の皆様が普段の業務で深く関与されている
分野ではないと考えておりますが、企業のライフサイ
クルが短期化し、競争が激化している現在の状況では、
取引先から突然支援を依頼される可能性も想定される
他、案件によっては好条件での買収を実現することも
可能であることから、企業の成長戦略の一環として再
生企業への投資を学んでおくことは、受講生の皆様に
とっては、有意義であると思います。

ダイエー、カネボウ、JAL 等の大型企業再生の経験
だけではなく、地域に根差した中小企業の再生案件の
経験も積んできたことをいかして、今後、受講者の皆
様が事業再生型の M&A に遭遇する機会に、自信をもっ
て臨んで頂けるよう、実践的な講座にしたいと考えて
おります。

講師　大西 正一郎

リアルな経営環境下での意思決定方法についての
反復的な学習こそが、強靭な経営総合力につながると思われます。

戦略コンサルタントの経営総合力

本年度より、「戦略コンサルタントの経営総合力」の
講座を開始いたします。経営学などの教科書には、形
式美として経営分析や意思決定の様々な方法が社会科
学として紹介されています。それらを学ぶこと、それ
自体は大変重要なことです。一方、大型企業再生を含め、
多くの企業経営のサポートをしてきた経験からすると、
毎回異なる制約条件で意思決定を行う実際の経営と、
形式美的経営論との乖離を痛感することが少なくあり
ません。

実際に行われている経営は、教科書で展開されるよ
うな、抽象的で自由度が高いものばかりではありませ
ん。むしろ、いずれの企業も、多くの制約条件の下、
苦しみながらも一つ一つの経営判断が行われていると
言っても過言ではありません。時間、資金、人材など種々
の制約条件というリアルな経営環境下での意思決定方
法についての反復的な学習こそが、強靭な経営総合力
につながると思われます。

本講座では、こうした視座に立ち、制約条件下での
戦略決定という応用型の講義を行います。しかし、講
座自体のケースはシンプルなものを用意しますし、議
論自体も分かりやすく行う予定ですので、皆様の参加
をお待ちしております。

講師　松岡 真宏

秋期
開催予定
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2020年　夏期講座日程

※日程、講師、内容等は都合により変更させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
※当講座では事前に資料を送付し、課題に取り組んでいただく講座がございます。なるべく早めのお申込みをおすすめいたします。

日程 講座名 講座内容 掲載
ページ

6/25（木） M&A ～成長を実現するための M&A ～ ● ● ● ● ● P8

6/30（火） デュー・ディリジェンスの実務 ～バイサイドとしての初期考察を
　グループワークで体験～ ● ● ● P8

7/1（水） ディールマネジメントの実務 ～ディールプロセスの全体像を
　つかみ交渉ポイントを把握～ ● ● ● P9

7/2（木） PMI の進め方【基本編】
（Post Merger Integration）

～ M&A の成功確率を高める
　 PMI とは？～ ● ● ● P9

7/7（火） 再生 M&A（買い手側）の実務 ～難易度の高い案件を実践する
　M&A 巧者になろう～ ● ● P10

7/8（水） クロスボーダー M&A の実務概論 ～基礎概論から実践演習まで～ ● ● ● P10

7/9（木） 経営戦略の概論と実践 ～変化適応型戦略のすすめ～ ● ● ● ● P11

7/14（火） 戦略遂行 ～如何に戦略を実行するか～ ● ● ● P11

7/15（水） 既存事業強化 ～成熟・衰退市場での
　シェア拡大戦略の実践～ ● ● ● P12

7/16（木） コスト構造改革 ～構造改革の落とし穴に
　はまらぬために～ ● ● ● P12

9/11（金） 新規事業参入 ～立ちはだかる３つの壁と
　その攻略法～ ● ● ● ● P13

9/15（火） 中期経営計画の作り方 ～“画餅”にしないための
　ポイント～ ● ● ● P13

9/16（水） 事業撤退 ～ポートフォリオ再構築のための
　戦略的意思決定～ ● ● ● P14

9/17（木） 海外市場進出と海外拠点・海外子会社管理 ～中国のケーススタディより
　成功と失敗の違いを学ぶ～ ● ● ● P14

9/18（金） 組織の戦略的設計とマネジメント ～未来を切り拓く事業組織と
　経営チームをどう創るか～ ● ● ● P15

10/1（木） 経営管理とコーポレート・ガバナンス ～ガバナンス不全に陥る
　組織とは～ ● ● ● P15

9/25（金） 戦略コンサルタントの仕事術 ～戦略コンサルの
　思考回路を学ぶ～ ● P16

9/29（火） 戦略コンサルタントの問題解決力 ～明日から使える仮説思考～ ● P16

9/30（水） 戦略コンサルタントのコミュニケーション力 ～情報をどう捉え、
　どのような示唆を得るか～ ● P17

秋期
開催予定 戦略コンサルタントの経営総合力 ～制約条件下での

　リアルな意思決定戦略～ ● P17

経
営
管
理

科目の選び方（推奨）

M
&
A

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ス
キ
ル

経
営
戦
略

3h事前課題
グループワーク

3h事前課題
グループワーク

3h事前課題
グループワーク

講義中心 5h

事前課題
グループワーク 5h

グループワーク 3h

グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

事前課題
グループワーク

事前課題
グループワーク

事前課題
グループワーク

3h

3h

3h

事前課題
グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

グループワーク 3h

事前課題
グループワーク 3h

〈基礎レベル〉最初のご受講にオススメです。

〈新規講座〉2020 年度からスタートの新しい講座です。

受講料
■ 3時間講座 30,000円（税抜）
■ 5時間講座 50,000円（税抜） 経営企画に

携わる方
M&A に
携わる方

新規事業に
携わる方

海外事業に
携わる方

事業戦略・事業改革
に携わる方

コンサルタントのノウハウを学びたい方
ビジネススキルアップをしたい方

●オススメ必須スキル　○よりスキルアップをはかりたい方

（「企業再生現場タイムトリップ体験」の
  再編集版になります）
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M&A

デュー・ディリジェンスの実務

6/25（木）
13：00 ～ 18：00

6/30（火）
14：00 ～ 17：00

M&A には、国内、海外に関わらず、市場シェアの獲得、
技術の取得、特許取得、コスト効率化、生産能力の拡充、新
規事業育成など、企業戦略における様々な局面において有効
な手段として認知されつつある。また売却する側も事業承継
や経営基盤の安定などのメリットがある一方で、その手続き
や交渉には複雑な点も多い。

本講座では、M&A を検討・実行するにあたっての流れや
その概要を把握することを目指す。

企業買収は大きな投資判断であるが、通常の資産購入と異
なり、買い手は購入する企業・事業について十分に情報を把
握していないことが多い。必要となる調査項目は多岐にわた
り、多くの専門家と連携するプロセスが不可欠となる。

本講座では、デュー・ディリジェンスで抑えるべきポイン
トを把握し、その結果を踏まえて、買収判断の是非と、買収
価格や売買契約書にどのように反映するべきか、避けるべき
リスクは何かを学ぶ。

～成長を実現するための M&A ～

～バイサイドとしての初期考察をグループワークで体験～

安積 正和
マネージング・ディレクター

講師

【職歴】
1998 年に日本長期信用銀行

（現、㈱新生銀行）に入行。
総務省自治行政局への出向、
デロイトトーマツ FAS ㈱を経
て、2008 年にフロンティア・
マネジメント㈱に入社。

【専門】
流通業の経営改革
事業再生
デュー・ディリジェンス

【職歴】
2005年に新日本監査法人（現、
新日本有限責任監査法人）に
入社し、財務デュー・ディリジェ
ンスや国際会計基準導入、内
部統制構築支援業務等に従事
した後、2012 年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

【専門】
事業再生
デュー・ディリジェンス

1. そもそもデュー・ディリジェンスの目的は
2. デュー・ディリジェンスの要点
3. 組み立て方
4. デュー・ディリジェンスの結果を活かすためには
 組織の戦略的設計とは何か

1. 経営企画として抑えるべきデュー・ディリジェンスの要点
2. 実施する際の専門家との連携方法企業ステージと
 組織設計との関係性

竹下 薫
マネージング・ディレクター

講師 中村 吉貴
マネージング・ディレクター

講師

M
&
A

M
&
A

【職歴】
1991 年に兼松㈱に入社し、鉄鋼原料の取引に従事。その後、
Cargill Inc. の香港で引き続き鉄鋼原料のビジネスに従事した後、
2001 年に豊田通商㈱に入社。財務戦略の立案及び M&A に従事
する。 2005 年にメリルリンチ日本証券㈱投資銀行部門の M&A グ
ループに移籍。2009 年に㈱社楽パートナーズに入社し、 執行役員
パートナー（M&A・企業戦略グループ責任者）に就任。2015 年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
【専門】
国内・クロスボーダーの企業買収
事業売却
組織再編

5h

主要テーマ

1. 企業戦略遂行手段としての M&A
2. M&A を実施する際の考え方の整理
3. ストラクチャー
4. バリュエーション
5. デュー・ディリジェンス
6. 契約実務

主要テーマ

学びのポイント

1. M&A 概観
2. ターゲット会社選定における重要なポイント
3. バリュエーションの基礎的考え方
4. 意思決定においての重要なポイント

学びのポイント

PMI（Post Merger Integration）の進め方【基本編】7/2（木）
14：00 ～ 17：00

様々な調査で、「M&A の成功確率は高くない」と言われてい
る。当初の目的が達成されておらず、その多くが PMI に対する
準備不足と実行の不徹底に起因すると言っても過言ではない。

本講座では、M&A におけるシナジーの考え方、シナジー
を創出する要件と典型的な阻害要因、および阻害要因を克服
するための PMI 推進体制、さらには計画遂行上の基本的なポ
イントを実例を通じて学ぶ。

～ M&A の成功確率を高める PMI とは？～

舟橋 宏和
マネージング・ディレクター

講師

M
&
A

M
&
A

【職歴】
㈱大和銀行（現、㈱りそな銀行）に入行。支店における融資業務
を経て、本店財務部及び企画部にて、連結決算及び銀行統合プロ
ジェクトに従事。2003 年にりそなキャピタル㈱に出向。2004 年に
㈱グローバル マネジメント ディレクションズ（現、㈱ KPMG FAS）
に入社。地方における事業再生に加え、事業再編、PMI、JV 設立
支援等のプロジェクトに従事。2009 ～ 2012 年は KPMG ロンド
ン事務所に駐在し、その後、数多くのクロスボーダー案件を手掛ける。
2019 年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
【専門】
PMI
事業再生
業績改善
経営基盤強化
クロスボーダー M&A、等

3h3h

1. M&A の目的と PMI の位置付け
2. 統合による相乗効果（統合シナジー）の評価
3. PMI 推進体制
4. 100 日プラン
5. M&A 後の経営管理
6. PMI 実行計画とプロジェクト管理
7. コミュニケーション・プラン

主要テーマ

1. 統合シナジーの発現を目的とした PMI
2. 買収側・被買収側のマインド
3. PMI の成功と失敗を分ける要因

学びのポイント

ディールマネジメントの実務7/1（水）
14：00 ～ 17：00

M&A の検討・交渉過程においては買手と売手がそれぞれ
異なる目的意識を持って臨むため、ささいなことからディー
ルが破綻しかねない。そのため、各検討過程においてプロセ
ス全体を俯瞰した観点から、どういった点に気を付けておく
べきかを把握できているかどうかが成否を分ける。

本講座では、スムーズにディールを進めるためのポイント
を押さえ、売手と買手の立場で遭遇する場面とやりとりを、
具体事例を踏まえて学んでいく。

～ディールプロセスの全体像をつかみ交渉ポイントを把握～

長森 洋志
マネージング・ディレクター

講師

【職歴】
2000 年にモバイルコンテンツ開発のベンチャー企業に取締役として
参加。2003 年に新日本監査法人での監査業務を経て、2007 年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。2012 年から 2013 年にか
けて Frontier Management (Shanghai)Inc.（100％子会社）へ
出向。数多くのセルサイド案件やカーブアウト・ディールなどの執行
経験を有する。
【専門】
M&A
組織再編・カーブアウト
企業再生、等

1. 相対交渉とオークションにおけるディール組成から
 クロージングまでのプロセス・課題
2. 買収または売却の検討過程におけるポイント
3. 検討過程における外部専門家の役割
4. ディールにおける留意すべきポイント

主要テーマ

1. M&A を行うに当たり、ディールの各プロセスにおける
 チェックポイント
2. 執行に際して生じた各種の問題に対して、アドバイザーの
 活用も含めてどのように対応していくべきか

学びのポイント

3h

※普段から日本経済新聞や M&A 基礎書籍を読まれていると
　より理解が深まります。
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再生 M&A（買い手側）の実務7/7（火）
14：00 ～ 17：00

皆様が事業活動を行う中で、業績の悪い取引先から支援を依頼されたり、又
は、取引金融機関や M&A ファームから、赤字企業のスポンサーの打診を受け
るような機会は最近増えているものと思料。このような場合に、十分な知識が
なく当該再生企業の買収を進めると、後に数々の課題が生じるようなケースが
多く散見される。このように比較的難易度の高い事業再生型のM&Aであるが、
一方で、事業再生型 M&A に長けた会社の中には、これをチャンスととらえ、
急速な成長を実現している企業も存在しているのも事実である。

本講座では、応用編 M&A 講座として、買収者側の視点で事業再生型
M&A をテーマに講義を行う予定であり、再生企業の特徴、事業再生の手続
き及び再生企業買収のリスク等を丁寧に解説し、将来、事業再生型の M&A
に遭遇する機会に、自信をもって臨めるようなレベルにまで習得していただ
くことを目的としている。

～難易度の高い案件を実践する M&A 巧者になろう～

【職歴】
2005 年 に監 査 法 人トーマ
ツ（現、有限責任監査法人
トーマツ）に入社し、米国会
計基準の金融監査や株式上
場（IPO）支援業務に従事。
2013 年にフロンティア・マネ
ジメント㈱に入社。

【専門】
再生含む M&A

土屋 有介
ディレクター

講師

1. 再生企業の特徴
2. 再生企業に対する DD における固有のポイント
3. 事業再生手続きの概要と同手続きにおける M&A の特徴
4. 再生 M&A の各過程における外部専門家の活用方法
5. 再生企業の買収後の課題等

主要テーマ

1. 抑えるべき再生 M&A 検討段階、再生 M&A 実行段階、及び再
生 M&A 実行後段階等の各段階における主要なポイントの理解

2. 事業再生型 M&A の買い手としての最低限の知識及びノウハウの習得

学びのポイント

M
&
A

3h
経
営
戦
略

経
営
戦
略

クロスボーダー M&A の実務概論7/8（水）
14：00 ～ 17：00

海外進出や世界市場におけるシェア拡大などを目的として
クロスボーダー、すなわち海外企業買収を検討する機会が増
えている。ただし、クロスボーダー M&A においては言語や
文化、法律などが異なるため、日本企業同士の M&A とは検討、
交渉、PMI における難易度が全く異なってくる。

本講座では、日本企業同士の M&A とはどんな違いがあり、
どんな点に注意して進めなくてはならないのかを学んでいく。

～基礎概論から実践演習まで～

小田部 馨
マネージング・ディレクター

講師

【職歴】
2003 年に米国 Deloitte & Touche LLP に入社し、監査業務に従
事。2006 年に UBS 証券㈱に入社。投資銀行本部グローバル・イ
ンダストリアル・グループ（GIG）および M&A アドバイザリー・グルー
プにて M&A 及び資本・資金政策に関するアドバイザリー業務に従
事した後、米系 M&A ブティックのグリーンヒル・ジャパン㈱に移籍、
一貫して M&A アドバイザリー業務に従事。
2012 年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
【専門】
国内・クロスボーダーの企業買収
売却
経営統合
業界再編
顧客への戦略提案
顧客利益追求のための交渉
海外 M&A 案件

3h

1. 海外企業買収（IN-OUT）の考え方
2. 海外候補先の探索、選定
3. 海外企業のバリュエーション、デュー・ディリジェンス
4. 権限移譲とガバナンス

主要テーマ

1. クロスボーダー M&A に特有の論点、留意事項
2. 海外候補先選定時の視点、方法
3. ディールマネジメントの特徴

学びのポイント

経営戦略の概論と実践7/9（木）
13：00 ～ 18：00

本講座では、変化の激しい昨今の経営環境の中、経営戦略
や中期経営計画策定時に考慮すべきステップと考え方を概論
とチーム討議を通じて、実践的に学ぶ。あるケースを題材と
して経営者視点を持ってもらい、どう意思決定を支援するか
を疑似体験してもらう。

本講座では、可能な限り事例紹介を行い、実践で活用でき
る着眼点やアプローチを共有する。

～変化適応型戦略のすすめ～

1. 戦略とは何か
2. 戦略立案フレームワーク（3C/5F 等）
3. 外部環境分析の勘所
4. 内部環境分析の勘所
5. 事業ポートフォリオの考え方
6. 実現性を高める戦略立案

主要テーマ

1. 効果的な経営意思決定や経営戦略策定の
 基本的なステップと考え方
2. 戦略策定の巧拙のポイント
3. 実行性を担保した戦略・計画とは

学びのポイント

5h

【職歴】
㈱電通パブリックリレーション
ズ、 ㈱日本能率協会コンサル
ティング（JMAC）、  日本アイ・
ビー・エム㈱を経て、2013
年にフロンティア・マネジメン
ト㈱に入社。

【専門】
顧客戦略
営業・マーケティング改革
成長戦略と実行支援

【職歴】
2007年に新日本監査法人（現、
新日本有限責任監査法人）に
入社し、国際部に所属。2012
年にフロンティア・マネジメント
㈱に入社。

【専門】
中期計画策定支援
実行支援 / モニタリング
計数計画精査

林 浩史
マネージング・ディレクター

講師 白石 良彰
シニア・ディレクター

講師

戦略遂行7/14（火）
14：00 ～ 17：00

戦略立案部分に焦点が当りやすいが、実際は実行にこそ最
大の難関が存在し、実行されなければ戦略は意味がない。フ
ロンティアでの経験則から企業の実行力が戦略の足かせとな
ることが多く、企業として戦略遂行力を高めることが競争優
位につながると考える。

本講座では一度定めた戦略を実行する上で、その阻害要因
とその力学を理解し、阻害要因を克服する手段を理解する。

～如何に戦略を実行するか～

田中 浩一郎
マネージング・ディレクター

講師

【職歴】
㈱インクス（現、ソライズ㈱）に入社。
2012 年に慶応ビジネススクールを修了後、同年フロンティア・マネ
ジメント㈱に入社。
【専門】
自動車 OEM
自動車部品
電子部品
生産財等の計画策定
経営管理体制の構築
営業・開発生産性向上プロジェクトの実行支援

1. 戦略実行の阻害要因は何か
2. 阻害要因を克服するために有効なアプローチには
 どのようなものがあるか
3. 戦略遂行を推進するための経験則を踏まえた
 重要な点とは何か

主要テーマ

1. 社内情報の非対称性、部分最適の弊害
2. 戦略遂行に伴う変革行為の重要事項と進め方

学びのポイント

3h

【職歴】
奥野総合法律事務所（現、奧野総合法律事務所・外国法共同事業）
に勤務し、1997 年にパートナー弁護士に就任。2003 年に産業
再生機構に入社し、マネージングディレクターに就任。2007 年
にフロンティア・マネジメント㈱設立。アルピコホールディングス
取締役（2008年）、JAL再生タスクフォースのメンバー（2009年）、
ウィルコム事業管財人（2010 年）、内閣官房 東京電力経営・財
務調査タスクフォース事務局の事務局次長（2011 年）等を務める。

【専門】
企業再生
ターンアラウンド
Ｍ＆Ａ
企業経営支援
法務サポート

大西 正一郎
代表取締役
弁護士（東京弁護士会・44 期）

講師
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新規事業参入9/11（金）
14：00 ～ 17：00

既存事業における成長に限りがあり、新規事業に活路を求
める企業も多い。しかし、新規事業立案・実行に必要なスキ
ルとマインドを備えた人材は少なく、単発的なアイデアに終
始し事業の継続的な成長を構想できなかったり、構想は良く
ても実行面でリーダーシップが発揮できず立ち消えになった
りするケースが多い。

本講座では、新規事業に必要な構想力とリーダーシップを
鍛え、新規事業参入の核になる人材の育成を目指す。

～立ちはだかる３つの壁とその攻略法～

前島 有吾
シニア・ディレクター

講師

【職歴】
アクセンチュア㈱経営コンサルティング本部を経て、 
フロンティア・マネジメント㈱に入社。
事業デュー・ディリジェンス、長期戦略・海外戦略・中期経営計画
の策定（実行支援・モニタリング支援含む）、新規事業立案、全社
業務改革（営業改革・人事制度改革・事務効率化）、管理会計高
度化や経営体質強化（販管費のコスト削減） 等の戦略策定から実行
支援までの各種コンサルティング業務に従事。
【専門】
小売 / 流通業
消費財セクターの経営戦略
事業戦略
経営執行支援

1. 解決すべきイシューの抽出
2. 市場・競合・自社分析
3. 実行手段の検討（M&A/ 自社開発 等）
4. 実行計画策定

主要テーマ

1. 単発アイデアと新規事業企画の違い
2. 発想の着眼点（スケールの大きなイシュー抽出の重要性）
3. 実行手段に関する視野の広げ方
4. 定性アイデアの定量計画への落とし込み
5. 事業家マインドの重要性

学びのポイント

3h
経
営
戦
略

経
営
戦
略

コスト構造改革7/16（木）
14：00 ～ 17：00

収益性が高かった事業が、競争環境の激化や業務の複雑
化に伴う業務量増大等により経費率が上がり低収益の事業に
なってしまっている場合、そのコスト構造を抜本的に見直す
必要がある。しかし、やみくもに構造改革を行っても、延命
はできても事業を存続させることはできない。

本講座では、ケーススタディを通してコスト構造改革の本
質を理解するとともに実際に構造改革を行う場合の実務的な
手法を学ぶことで、ターンアラウンド・マネージャーとして
コスト構造改革を成功させるための考え方とノウハウの両方
を体得する。

～構造改革の落とし穴にはまらぬために～

矢島 政也
執行役員
コンサルティング第１部長

講師

【職歴】
1993 年にアンダーセン・コンサルティング（現、アクセン チュア㈱）
に入社。金融担当部門シニアマネージャーを経て、 2004 年に㈱産
業再生機構に入社し、ミドル部門とフロント部門を兼務。
2007 年にフロンティア・マネジメント㈱の 設立に参加。各種産業
の経営戦略構築、中期事業計画策定とその実行支援にプロジェクト
責任者として従事。（25 年超にわたり一貫してコンサルティング及び
事業再生に一線で従事し、多様な業種の企業の課題解決に豊富か
つ具体的な知見を有すると共にコンサルタントを多数育成。）
【専門】
経営戦略構築
経営管理
業務・構造改革

3h

1. 事業ポートフォリオとコスト構造改革概論
2. コスト構造改革の実務（収益性分析・構造改革手法）

主要テーマ

1. コスト構造改革が必要となる背景（＝実施上の難所）の把握
2. 事業ポートフォリオと当該事業の事業性に適した
 コスト構造改革実施の重要性の理解
3. 構造改革推進の体制とプロセス
4. 構造改革実施のための収益性分析の実務
5. 主要なコスト構造改革の実施方法とポイント

学びのポイント

既存事業強化7/15（水）
14：00 ～ 17：00

市場が成熟化するにつれ、既存事業で現状の施策を継続す
るだけでは、大きな成長が望めない状況に直面している企業
は多い。しかし、現実には組織の「慣性」がボトルネックと
なり、思い切った戦略のシフトを実現する企業が少ない。

本講座では、様々な企業の売上拡大の実例をもとに、施策レベ
ルにとどまらない戦略構築の重要性と難しさを学び、既存事業を
成長ステージに引き上げるビジネスリーダーの育成を目指す。

～成熟・衰退市場でのシェア拡大戦略の実践～

藤澤 順也
シニア・ディレクター

講師

【職歴】
約 10 年間コンサルタントとして多数の企業変革をサポート。
大手飲食チェーンやアパレル企業の取締役、執行役員等として、
ハンズオンでの変革支援経験も有する。
【専門】
戦略立案
経営管理
経営執行支援

3h

1. 市場分析
2. 競合分析
3. ケイパビリティ分析
4. ビジネスモデル構築アプローチ
5. 事業計画策定
6. 合意形成

主要テーマ

1. 顧客の潜在ニーズを見極めるための視点
2. 差別化のための「提供価値」の研ぎ澄まし
3. 事業計画のロジック強化の手法
4. ステークホルダーとの合意形成のあり方

学びのポイント

【職歴】
前職のダイエーにおいて中期経営
計画策定業務を経験し、フロン
ティア・マネジメント㈱では大
手企業から中堅企業まで、数多く
の中期経営計画策定支援を実施。
両方の経験を通じて、中期経営計
画の策定について内部リソースで
作成する場合と第三者が関与する
ことによる課題について、実体験
を通じて熟知。

【専門】
小売・外食業の経営戦略
経営管理
経営執行支援

【職歴】
中長期的な環境予測（メガトレ
ンド）を踏まえた成長企業の計
画策定支援から、窮境企業の
抜本再生に向けた計画策定・
実行支援まで、企業のライフス
テージに合わせた多様な計画策
定のノウハウ・経験値を有する。

【専門】
小売・外食・金融サービスの
経営戦略
新規事業創出
事業構造改革（BPR）

彦工 伸治
執行役員　
コンサルティング第１部長

講師 池葉 健吾
シニア・ディレクター

講師

中期経営計画の作り方9/15（火）
14：00 ～ 17：00

これまで中期経営計画（以下、中計）策定に携わられた方の中
には、以下のような課題（お悩み）に直面したことはないだろうか。
①現場（事業部）からの施策の寄せ集めで、会社としてのビジョ

ン・戦略が不明確。
②ビジョン・戦略はあるが、アクションプラン（いつまでに・

誰が・何をやるのか）や KPI（アクションの結果として何
を実現・達成するのか）が不明確。

③アクションプラン・KPI はあるが、実行主体である現場（事
業部）の主体性がない。または、主体性はあるが、結果に
対する意識が希薄（やること自体が目的化している）。

これらは、弊社が多くの企業様からご相談いただく課題、か
つ中計を“画餅”にする典型的な要因でもある。

本講座ではこうした課題を踏まえ、中計を“画餅”に終わ
らせず、実効性の高いものにするためのポイントを学ぶ。

～“画餅”にしないためのポイント～
3h

1. 中計の意義（なぜ中計を策定するのか？）
2. 中計策定および実行におけるありがちな課題と処方箋
3. 中計を策定する際の事業環境の捉え方

主要テーマ

1. 中計の「本質的な意味合い」の理解
2. 中計策定プロセスで生じる課題の事前把握と
 それを踏まえたプロセス設計の重要性
3. 中計策定プロセスにおいて企業が捉えるべき
 事業環境の「幅」と「深さ」

学びのポイント
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経営管理とコーポレート･ガバナンス10/1（木）
14：00 ～ 17：00

結果把握としての管理ではなく、 課題解決 ・ 事業目標達成
の管理を実施するためには、 管理会計や KPI の設計に留まら
ず、 その管理手法についても綿密な設計が求められる。事業
実態を適時に捉え管理することで、 コーポレート・ガバナン
スの強化も併せて実現される。

 本講座では経営管理の根幹を事例を通じて実践的に学ぶ。

～ガバナンス不全に陥る組織とは～

木村 陽太
元フロンティア・ターンアラウンド株式会社　
シニア・ディレクター

講師

【職歴】
2000 年にアンダーセン・コンサルティング㈱（現、アクセンチュア㈱）
に入社。戦略グループにてコンサルティングに従事したのち、2007
年にアドバンテッジパートナーズ LLP に参画。国内大手外食事業の
再生に COO として従事したのち、コンサルティングファームなどを
経て、2014 年にフロンティア・ターンアラウンド㈱に入社。
【専門】
経営執行支援
事業再生
事業開発

1. 管理会計（セグメント別収益管理）の基礎
2. 予算・実績管理の理想と現実
3. 効果的な PDCA サイクルの運用・会議体設計
4. コーポレート・ガバナンスとは

主要テーマ

1. 管理会計で本来見るべきものは何か
2. 管理会計がなぜ機能しないのか
3. 典型的な PDCA サイクルの問題と対処策
4. ガバナンス不全の組織の特徴

学びのポイント

3h
経
営
管
理

経
営
管
理

経
営
管
理

海外市場進出と海外拠点・海外子会社管理

組織の戦略的設計とマネジメント

9/17（木）
14：00 ～ 17：00

9/18（金）
14：00 ～ 17：00

近年、海外企業買収や海外現地法人の設立などを行う企業
が増え、海外拠点・子会社管理の重要性が高まっている。し
かしながら、海外拠点・子会社特有の問題も多く、より戦略
性の高いグローバル政策が求められている。

本講座では、海外拠点・子会社の管理において重要となる
留意点を掘り起こし、あらかじめ事前に整備すべき事項に関
する理解を深めることを目的とする。

変化する外部環境に対応し戦略を実行するには、社内外の人・
物・金・情報といった経営資源を有機的に動かすために、組織
設計を戦略的に行う必要がある。また、組織全体に合理的な行
動プロセスが根付かなければ、組織は有効に機能しない。

本講座では、社内リソースを最大限発揮させる組織の戦略
的設計とマネジメントを学び、組織力を最大限発揮するため
の方策を探る。

～中国のケーススタディより成功と失敗の違いを学ぶ～

～未来を切り拓く事業組織と経営チームをどう創るか～

中村 達
フロンティア・マネジメント ( 上海 ) 有限公司
総経理

講師

平野 雅史
シニア・ディレクタ―

講師

【職歴】
1981 年に㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社し、食料本部勤務。その後、
1992 年よりTomen Corporation do Brasil ltda. サンパウロ本社、1996
年より Tomen（America）Corp. シカゴ支店、1998 年より㈱トーメン食
料本部、2003 年より東棉（北京）駐在事務所に勤務。以後、東棉（北京）（大
連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司総経理を経て豊田通商㈱との合併。
2006 年より豊田通商（天津）有限公司副総経理に就任。2008 年より豊田
通商㈱食料本部食品部、食料事業部に勤務。2013 年にサンヨー食品㈱に
入社し、海外事業部勤務。2014 年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
【専門】
中国市場
食料品業の事業戦略
経営管理
M&A

【職歴】
大手金融機関での総合企画部・財務企画部等を経て、ファンド投資
先 CFO に転じる。
楽天㈱では経営戦略本部、楽天カード、新規事業や M ＆ A、子会
社経営等に従事。
フロンティア・マネジメント㈱では上場会社 COO・CFO（利益向上
日経上位ランキング企業輩出）、PMI、テクノロジー、物流、消費財・
サービス業等の成長・再建戦略の執行
【専門】
中堅・ベンチャー企業等の経営執行支援
バリューアップ
デジタル・トランスフォーメーション

3h

3h

1. 海外現地法人の設定（目的 / 形態 [独資，JV]）
2. 海外現地法人の権限と本社の役割（シナジーの必要性）
3. グローバル企業のガバナンス方法

主要テーマ

1. 組織の戦略的設計とは何か
2. 組織設計の基本
3. 環境変化・ライフステージに応じた戦略と組織設計
4. 組織の老朽化とデジタル経済への対応
5. 変革の障害・克服策
6. 他律企業・ワンマン企業・自律企業
7. PMI（買収後統合）

主要テーマ

1. 海外拠点・海外子会社の事業体・ガバナンス例

学びのポイント

1. 企業ステージと組織設計との関係性
2. ビジネス課題と組織要因
3. 自主性を高める工夫と変革・組織のマネジメント

学びのポイント

事業撤退9/16（水）
14：00 ～ 17：00

多くの日本企業（と、その経営者）が、事業撤退の決断を
下せないでいる。①合理的な実態掌握ができていない②頭で
は理解できていても、様々な痛みを前に逡巡してしまう③事
業撤退を経験した人材が、現場にも経営陣にもいない、の三
点が大きな原因だ。結果として、状況がますます悪化。却って、
大きな悲劇へ突き進んでしまうことすらある。

本講座では、過去各社が取り組んだ撤退事例のご紹介に加
え、参加者に事業撤退のプロジェクトマネージャとして合理
と情理の間での意思決定を疑似体験していただくことを特徴
としている。弊社が実際に支援した案件をベースとしたケー
ススタディを通じて、短時間で基礎的なフレームワークを一
通り体得していただくことを目指す。

～ポートフォリオ再構築のための戦略的意思決定～

本橋 陽介
マネージング・ディレクター

講師

【職歴】
2001 年にアクセンチュア㈱に入社。
2012 年にフロンティア ･ マネジメント㈱に入社｡
【専門】
製造業及びサービス業全般の経営戦略策定
ポートフォリオ再構築
事業撤退計画策定・実行支援
M&A 戦略策定及び実行支援
事業ターンアラウンド
デジタルを活用したトランスフォーメーション

3h

1. 事業ポートフォリオ再構築の系譜
2. 事業撤退の難易度
3. 事業別損益分析
4. バリューチェーン上の課題識別
5. 実際の事業撤退プロセス
6. ステークホルダーコミュニケーション

主要テーマ

1. チームアップの要諦
2. トップとのコミュニケーションや合意形成
3. 合理的な実態掌握と判断基準
4. 合理と情理
5. 推進「計画」の要諦
6. ステークホルダーとのコミュニケーション

学びのポイント
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戦略コンサルタントの仕事術

戦略コンサルタントの問題解決力

戦略コンサルタントのコミュニケーション力9/25（金）
14：00 ～ 17：00

9/29（火）
14：00 ～ 17：00

9/30（水）
14：00 ～ 17：00

昨今、戦略コンサルタントのスキルは一般のビジネスパーソン
にも必要な重要スキルとして認識されるようになり、ロジカル・
シンキング、仮説構築、プレゼンテーション、ファシリテーショ
ン等、各種書籍も続々刊行されている。しかし、コンサルティング・
ファームが実際にどのスキルに重きを置き、若いコンサルタント
がどのようにそれを習得しているかを学ぶ機会はあまりない。

本講座では、現役コンサルタントの育成経験に基づき、ビジ
ネスパーソンが習得すべき重要なスキルにフォーカスをあて、
演習等を通してそのエッセンスを学ぶ。

近年、コンサルティングに生かされているスキルやノウハ
ウに関する各種書籍が続々と刊行され、ビジネスを進めるにあ
たっての重要スキルとの認識が広がっている。一方、そのノウ
ハウそのものを身に着ける機会が多くあるかと問うと意外に少
なく、書籍を参考に進めたとしても、それが正しい進め方なの
かどうか、自信を持てる方は少ない。コンサルタントは日 “々問
題を解く”ことを重点に仕事をしている。

本講座では、“問題の解き方”について、実際の仕事の現場
で生かしていただくために、ミニケーススタディを短時間で数
多くこなしていただき、知っているスキルを使えるスキルとし
て習得いただくことに重きを置く。

情報社会に移行して既に 20 年近くが経過し、インターネッ
トの発達とともにその情報取得コストは大きく低下した。一
方、最適解を得るために、どのように情報を取捨選択し、ど
のような情報を組み合わせて方向性を見出していくのかが問
われる時代に変化している。実務上は、常に問題というもの
が存在し、その解決策について問われることも多いと推察す
る。本講義では、数ある情報を組み合わせ、如何にして示唆
を得るのか、解決策の方向性導出に必要な情報は何か、それ
をメッセージとしてステークホルダーにどう伝えるのか、と
いうことに重きを置く。

本講座では、事前課題やビジネスゲーム、ミニケーススタディ
を短時間で数多くこなしていただき、経営陣や上司とのコミュニ
ケーションの質を高めるスキルを習得いただくことに重きを置く。

～戦略コンサルの思考回路を学ぶ～

～明日から使える仮説思考～

～情報をどう捉え、どのような示唆を得るか～

矢島 政也
執行役員　
コンサルティング第１部長

講師

村瀬 協吾
マネージング・ディレクタ―

講師

村瀬 協吾
マネージング・ディレクタ―

講師

【職歴】
1992 年に三井造船㈱入社、1997 年にプラウドフットジャパン
㈱、2005 年に㈱ディーバ COO 就任、2010 年に㈱シグマクシス、
2019 年にフロンティア・マネジメント㈱入社。
製造業出身、IT ベンチャー COO も務めた異色のコンサルタント。
事業計画策定から実行支援等の事業戦略策定から、営業改革、エ
ンジニアリング改革、工場改革、SCM 改革などの機能別戦略や生
産性向上支援まで広範なコンサルティングを展開。コンサルティング
実績は自動車および製造業を中心に 90 社を超える。
【専門】
経営戦略全般の策定および新規事業戦略立案
エンジニアリング全般の戦略策定・改革
オペレーション改革による生産性向上（営業、店舗、調達、工場等）

【職歴】
1992 年に三井造船㈱入社、1997 年にプラウドフットジャパン
㈱、2005 年に㈱ディーバ COO 就任、2010 年に㈱シグマクシス、
2019 年にフロンティア・マネジメント（株）入社。
製造業出身、IT ベンチャー COO も務めた異色のコンサルタント。
事業計画策定から実行支援等の事業戦略策定から、営業改革、エ
ンジニアリング改革、工場改革、SCM 改革などの機能別戦略や生
産性向上支援まで広範なコンサルティングを展開。コンサルティング
実績は自動車および製造業を中心に 90 社を超える。
【専門】
経営戦略全般の策定および新規事業戦略立案
エンジニアリング全般の戦略策定・改革
オペレーション改革による生産性向上（営業、店舗、調達、工場等）

1. コンサルタントの基本動作とは
2. コンサルタントの仕事の進め方
3. 仮説の構築と検証
4. 課題の整理と解決のフレームワーク
5. インタビューテクニック
6. 会議でのファシリテーション術

主要テーマ

1. 問題とは何か
２． 論点の設定
３． 論点の分解
４． 仮説の構築

主要テーマ

1. 仮説思考のアプローチ
2. 鳥の眼と蟻の眼
3. 会議の PDCA
4. 10 倍のスピードで仕事をする　等

学びのポイント

1. 正しく論点を設定することで、無駄な検討を防ぐ
2. シャープな仮説を導出する 等

学びのポイント

1. ビジネスゲーム（情報の取捨選択）
２． メッセージの抽出方法
３． 演繹法と帰納法
４． ストーリーの構成

主要テーマ

1. 情報管理の仕方
2. 示唆の導出方法
3. レポーティングの仕方等

学びのポイント

3h

3h

3h

【職歴】
1993 年にアンダーセン・コンサルティング（現、アクセンチュア㈱）
に入社。金融担当部門シニアマネージャーを経て、2004 年に㈱産
業再生機構に入社し、 ミドル部門とフロント部門を兼務。
2007 年にフロンティア・マネジメント㈱の設立に参加。各種産業
の経営戦略構築、中期事業計画策定とその実行支援にプロジェクト
責任者として従事。
【専門】
B to C 企業の事業戦略
経営管理
業務改革（25 年超にわたり一貫してコンサルティング及び事業再生
に一線で従事し、 多様な業種の企業の課題解決に豊富かつ具体的
な知見を有すると共にコンサルタントを多数育成。）

戦略コンサルタントの経営総合力秋期 開催予定

実際に行われている経営は自由度が高いものばかりではな
い。いずれの企業も、多くの制約条件の下、一つ一つの経営
判断が行われている。無尽蔵に時間や資金を使って、分析や
意思決定ができるわけでもない。時間の制約、資金の制約、
人材の制約。経営学の教科書には十分想定されていない、制
約条件というリアルな経営環境下での意思決定方法について
の学習こそが強靭な経営総合力につながる。

本講座では、上記のような様々な制約条件の下での、実践
的な意思決定について事例を使いながら学習する。

～制約条件下でのリアルな意思決定戦略～

松岡 真宏
代表取締役

講師

【職歴】
10 年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリストとして活動。 
1999 年に国内外の複数のアナリストランキングにおいて、 小売部門
でトップランキングを獲得。
2003 年に産業再生機構に入社し、 マネージングディレクターに就
任。 地方百貨店である津松菱やうすい百貨店の事業再生に関与し、 
カネボウおよびダイエーの案件では、 取締役として事業再生に関与。
2007 年にフロンティア・マネジメント㈱設立。 アルピコホールディ
ングス取締役（2008 年）、オリンパス株式の大量取得行為に関す
る対応策（買収防衛策）の特別委員会の委員（2011 年）等を務
める。
【専門】
経営全般
企業再生
消費・流通産業の調査・分析

1. 時間制約下での意思決定
2. 資金制約下での意思決定
3. 人材制約下での意思決定
4. 経営総合力の維持・向上に求められる自己とチームの能力

主要テーマ

1. 短期間で事業分析するため、網羅性を捨象し、
 どの重要パラメータに注目すべきか
２． コア・ノンコアという抽象論ではなく、
 各企業の経営環境下でどのように事業選別をするか
３． 限られた人材をいかに活性化して、
 企業として実現すべきミッションを達成するか
４． 様々な制約条件で行われるリアルな経営の意思決定には
 どういう人材・チームが必要か

学びのポイント

3h
（「企業再生現場タイムトリップ体験」の再編集版になります）
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https://www.frontier-mgmt.com/FBS/
講座詳細内容のご確認はこちらから

チケット割

割引きについてのご案内

ご利用例

10%OFF
12%OFF
15%OFF

5 講座まとめて申込むと

10 講座まとめて申込むと

15 講座まとめて申込むと

一括して申込むとまとめ割引でおとくにご受講いただけます。

所属メンバーで複数の講座や同一講座受講など、                        としてもご利用頂けます。

3h と 5h3h と 5h
組み合わせての組み合わせての

お申込みお申込み

OK

おひとりでのおひとりでの
複数講座複数講座
お申込みお申込み

OK
3h 3h 3h 5h 5h

グループでのグループでの
同一講座同一講座
お申込みお申込み

OK
M&A

グループでのグループでの
複数講座複数講座
お申込みお申込み

OK
ディール

マネジメントの
実務

再生M&Aの
実務

PMI の
進め方

DD の
実務 M&A

ご不明な点がございましたらお問い合せください。

※今期のカリキュラムにのみご利用いただけます。
※ 3・5 時間の各講座を組み合わせてご利用いただけます。
※チケットの途中解約や利用できなかったチケットについての返金、
　次期講座への繰越しは致しかねます。
※講座を追加受講される場合は、ご購入いただいたチケットと
　同等の割引率にて購入いただけます。

※各割引は、受講料に対して発生いたします。

割引き例
3 時間講座を 3 講座と 5 時間講座を 2 講座を

まとめてお申込みいただいた場合

まとめるほどまとめるほど

割引率
UP

受講料
DOWN

PMI の
進め方

経営管理と
コーポレート・

ガバナンス

戦略
コンサルタントの

仕事術
M&A 経営戦略の

概論と実践

まとめ割適用
10%OFF

171,000 円

30,000 円 + 30,000 円 + 30,000 円 + 50,000 円 + 50,000 円

＝  
190,000 円

最初にご受講するのにオススメセットです。

たとえば 3 時間講座 30,000 円をまとめてお申込みいただくと。

          25,500 円
1 講座あたり 4,500 円おとく

          26,400 円
1 講座あたり 3600 円おとく

          27,000 円
1 講座あたり 3,000 円おとく

チケット割

TICKET

3 時間
講座

3 時間
講座

3 時間
講座

¥19,000 円
おとく

●お申込み確認メール
受付完了後、フロンティア・ビジネススクール（FBS）事務局より確認のメールをお送りいたします。

（お申込み後、一営業日が過ぎても事務局からメールの返信がない場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。）

●お支払い
別途送付する請求書に記載のお支払期日までに、指定口座に受講料をお振込みください。
恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

●受講票の発送
お申込み受付完了後、「受講票」をお送りいたします。
受講票は当日お忘れなくお持ちください。
※受講料のご入金状況によっては、受講票をお持ちいただいても、受講できない場合がございますので、予めご了承ください。

●お申込み
https://www.nikkeimm.co.jp/fbs/
上記、日経メディアマーケティング株式会社のウェブサイトからお申込みください。

受講申込手順

開講前のキャンセルの取り扱い
●講座開始日 7 日前以降のキャンセルに伴う返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
　（チケット割をご利用の場合は、初回講座開講日７日前以降となります。）
　申込受領後は、いかなる場合も、受講料の振込のないことをもってキャンセルとはみなされません。
　キャンセルの際は必ず事務局までご連絡いただきますよう、お願いいたします。

受講申込上のご注意
●受講のお申込受付は先着順です。定員に達した時点で締め切らせていただきます。
●講座の応募状況により、受講定員を変更させていただく場合がございます。
●受講生が一定人数に満たない場合、講座を中止することがございます。

※中止決定は講座開始日の 7 日前に行います。講座中止の際には受講料を全額返金いたします。
　また、講師の緊急の都合等により、中止、延期、時間短縮をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
　最新の情報はウェブサイトをご確認ください。

受講料について

時間33
（税抜）

30,000円

時間
講座

時間
講座55

（税抜）
50,000円

社員研修



【個人情報の取り扱いについて】
資料請求やアンケート記入時及び講座申込時等にお預かりした個人情報につきましては、受講案内やガイダンス等の開催案内に
使用いたします。お預かりした個人情報を、お客様の同意なく業務委託契約締結先以外の第三者に開示・提供する事はございま
せん（但し、法令等により開示を求められた場合を除く）。お客様の個人情報は、フロンティア・ビジネススクール及び日経メディ
アマーケティング株式会社にて管理させていただきます。

フロンティア・ビジネススクール
https://www.frontier-mgmt.com/FBS/

フロンティア・ビジネススクールに関するお問い合せ先はこちら
FBS_info@frontier-mgmt.comフロンティア･マネジメント株式会社　

ビジネススクール事業推進室
FBS 事務局

〒 106-6241 東京都港区六本木３丁目２番１号　
 住友不動産六本木グランドタワー 41F
TEL 03-6862-8341

TEL 03-5295-6240

FAX 03-6862-8611

MAIL FBS@nikkeimm.co.jp

MAIL

お申込み、キャンセル等に関するお問い合せ先
日経メディアマーケティング株式会社
フロンティア・ビジネススクール事務局

フロンティア・マネジメント株式会社
〒 106-6241 東京都港区六本木３丁目２番１号　住友不動産六本木グランドタワー 41F

会場のご案内

※会場は変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

南北線
「六本木一丁目駅」直結

日比谷線・大江戸線
「六本木駅」より徒歩 7 分


