BCon公開講座の魅力

2020 年度

修羅場がリーダーを育てるといわれます。
BCon公開講座ではさまざまな修羅
『場』
を経験し
下記の打破を目指します。
１．
自分自身のモノの見方・枠組みの打破 ２．
マンネリ感の打破 ３．
業界の枠組み
（パラダイム）
の打破

他流試合の
修羅
『場』
による打破

体験学習・
行動科学の
『道具』
による深い学び

年間3,000組織の実績から生まれたトレーニング／プロセスコンサルテーションのノウハウと
最先端のビジネス／マネジメント研究を組み合わせて開発されたさまざまな
『道具』
を活用します。

各開催60〜80名/35〜45社の方々にご参加いただいています。
日本全国から第一線で活躍し、
リーダーとして期待されるビジネスパーソンが集まります。
ご自身の経験を発揮し、
真剣勝負で他組織の方々と議論し鍛錬する
『環境』
をご用意します。

参加者同士で
学び合う『環境』

2020年度

BDP開催
スケジュール
●3泊4日

開講11：00 閉講15：00

2020年

● 5月27日(水)〜30日(土)
2020年

● 8月26日(水)〜29日(土)
2021年

● 1月20日(水)〜23日(土)

ラフォーレ那須
（栃木県那須郡）

3泊4日

裏磐梯レイクリゾート
（福島県耶麻郡）

￥420,000

ラフォーレ那須
（栃木県那須郡）

（別途消費税）

本講座は、学習効果を高めるために、指定ホテルでの宿泊を前提とした講座です。このよ
うな宿泊手配を含み、多くのお客様からのご参加を募るプログラムは、「旅行業法」に定
められた「募集型企画旅行」にあたり、
当社と旅行契約を締結することになります。以下、
法律に則した形で表記させて頂きますので、ご確認の上お申し込みをお願いいたします。
1．旅行企画・実施： 東京都知事登録旅行業第 2-7814 号
株式会社ビジネスコンサルタント
［一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員］
東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー 18F
2．開催日程・会場：

※上記「開催日程」と「開催会場」をご確認ください。
※初日に現地 11 時集合、最終日は 15 時現地解散。

3．参加費用：

※上記「参加費用」をご確認ください。
［参加費用に含まれるもの］
講座の受講費、教材費、講座日程中の食事（朝食 3 回、昼食 4 回、夕食 3 回）
、
3 泊分の宿泊費、弊社が用意をしたお茶、懇親会での飲食代（開催される場合
のみ）
［参加費用に含まれないもの］
会場までの交通費、個人的な飲食代、ランドリー代、旅行保険料。

4．旅程管理業務の管理者は同行していませんが、弊社スタッフの方で諸々ご案内いたし
ます。
5．講座の取り消し：
以下の場合、講座の実施を取りやめることがあります。
（1）天災地変、戦乱、暴動、交通機関・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の
命令その他の当社が関与し得ない事由により講座の開催が不可能になったとき。

お申し込み先

e-mail
Ver. 1
W2006

変化に機敏に対応できる

以下のように構成しています。

経営意思決定力を磨く

異 業 種の方々から刺 激を受け、より学 習 効 果 を高められる 修 羅『場』と『道 具』と学び 合う『環 境』 を

（2）お客様の人数が最小催行人数に満たない場合（今回は設定しておりません）
※当該事由が発生した際は、速やかにお客様に通知するものといたします。
6．本講座に関するキャンセル費用に関して
※お申し込み後に講座への参加を取り消される場合は、下記に示す区分に準じて、キャ
ンセル料を申し受けます。
※研修参加日程を変更する場合は、キャンセル料と新たにご参加費用を申し受けます
のでご注意ください。
※日数の計算について土日・祝日を含めて算出いたします。
7．その他：
講座開始日 60 日前〜 46 日前

ご参加費用の 30％

講座開始日 45 日前〜 31 日前

ご参加費用の 50％

講座開始日 30 日前〜 8 日前

ご参加費用の 70％

講座開始日 7 日前〜当日

ご参加費用全額（100％）

※お一人部屋とさせて頂いております。全室に洗面所・トイレ・お風呂は完備されて
おります。
※部屋割りはできるだけ公平に行いますが、同じタイプのお部屋を用意できないこと
があります。
※個人的なホテルのサービスのご利用の場合は、最終日の朝までにご清算をお願い致
します。
※個人情報の取り扱いにつきましては、
「公開講座参加申込書」をご確認ください。
※詳しい取引条件を説明した書面をお渡しし、取引条件を説明しますので、事前に確
認の上お申し込みください。

BDP

Business Decision-making Program
経営意 思決 定力啓発講座
SINCE 1971

◎お申し込みは、
下記Webサイトよりお願いします。
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BDP

Business Decision-making Program

ねらい

組織内外の環境の変化に対応し、企業目標を達成するために必要な経営意思決定力の5つの力を
体験的に啓発します。

経営意 思 決 定 力 啓 発 講 座

変化に機敏に対応できる
経営意思決定力を磨く
̶ Key Word ̶

1

企業システム
（組織）
の論理をふまえて、
各方面に気を配り、
経営活動に必要なバランスをとる力

2

企業活動と財務諸表との関連を実践的に理解し、
ダイナミックに企業の実態を把握する力

3

先入観にとらわれず、
生きたデータに基づいた意思決定
（＝判断＋決断）
ができる力

4

競争優位の戦略思考に基づいた経営活動をする力

5

経営チームの一員として、
チームの効果性に貢献する力

受講対象者

経営幹部として効果的な
意思決定が求められる方

全体最適の

経営幹部としての

外部指向を

視点を磨く

修羅場を味わう

醸成する

経営者の意思決定を支援する方

活用するモデル

・販売促進
・需要予測
・市場調査
・販売戦略

A社

特

1

2

3

・生産計画
・品質管理
・設備管理

長

販売
エグゼクティブチーム

生産

・資金計画
・利益処分
・財産管理

資金の調達
と回収

組織化
生産要素
の調達
・設備投資計画
・資材購入計画
・要員計画
・人材マネジメント

コンピュータプログラムによるシミュレーションと合 わせて 、銀 行などのステーク
ホルダーとのやり取りや株主総会を「その場」で行うため、臨場感あふれる経営活動
が体験できます。

経営活動を疑似体験し、
生産・販売・財務等約50項目の意思決定を行います。
意思決定結
果をシミュレーションプログラムに入力し、出力される経営結果が受講者に渡されます。
受講者はそれを元に経営状況を分析・統合した上で、
次期の意思決定を行います。

上記のサイクルを複数期体験します。タイムプレッシャーの中、チームワークがもたらす
意思決定への影響や、長期的配慮とタイミングの重要性など、現実の経営でも直面する
問題をリアルに体験できます。

受講者の声

限られた資源を、
どこ

競争状況のなか、
いか

に有効的に効果的に

に早く情報を分析し、

成され人で動かされ

分 配 するべきかを

戦略に勝機が見えれ

ており、その各人の持

深く考える、良い研修でした。全体

ば大胆に先手必勝で行うことの重

つ能力をいかに最大限発揮でき

何より会社は、人で構

的な視野をもって決定事項に関

要性を実感できました。
模擬研修で

るようにするかが経営者の最大の

わっていかなければ、バランスの

はありますが、
本当に経営している

ミッションだと感じました。

とれた経営は難しいと感じました。

かのような緊張感を持てました。

