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日 程・会 場

※オンライン同日開催

8月24日（水）～27日（土） （福島県耶麻郡）

裏磐梯レイクリゾート

２０２３年

２０２２年

5月24日（火）～27日（金）

裏磐梯レイクリゾート
（福島県耶麻郡）

ンライン開催時を除きます）
。
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。
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］

東京都千代田区神田相生町一番地秋葉原センタープレイスビル8F

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

「参加費用」
をご確認ください。
3．参 加 費 用： ※上記
［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。

3泊4日

1月18日（水）～21日（土）（長野県長野市）

弊社で主催する公開講座は、
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
（オ

1．旅行企画・実施： 東京都知事登録旅行業第2-7814 号

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。

ロイヤルホテル長野

BDP

経営企画部長

金

宿泊型

Business Decision-making Program

お一人様 ¥420,000-（税別）
4日間

オンライン

お一人様 ¥420,000-（税別）
※オンライン開催のみ1カ月後の
個別コーチング面談付き

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。
（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）
速やかにお客様に通知するものといたします。
※当該事由が発生した際は、

6．
本講座に関するキャンセル費用に関して
お客様は、お申し込み後、講座への参加すなわち旅行契約を解除することができます。
※お客様のご都合で、
お申し込み後に講座への参加を取り消される（旅行契約を解除する）
場合は、旅行業約款
「募集型企画旅行契約の部」及び「受注型企画旅行契約の部」
の各別表第一の取消料表に拠らず、下記のキャ
ンセル料をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で、
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。
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％）
7．
その他：
※ 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。
※ webお申し込みページにございます「取引条件説明書面」
、
および「公開講座に関する個人情報について」を事前にご確認の上お申し込みください。

新型コロナウイルス対策

「方針」と「意思決定」の「合致性」による
経営意思決定力を磨く

(株)ビジネスコンサルタント主催の公開講座は、
新型コロナウイルス感染症対策として、以下ガイドラインを定めて運営いたします。

「新型コロナウイルス感染症対策における公開講座の運営ガイドラインとご協力のお願い」→

お申し込み

弊社ホームページよりお申し込みいただけます。

BCon BDP

検索

https://www.bcon.jp/course/bdp/

※記載の内容は予告なく変更する場合があります。
※記載の内容は2022年6月現在のものです。

お問い合わせ

株式会社ビジネスコンサルタント
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町一番地
秋葉原センタープレイスビル8F
公開講座担当直通
TEL:03-6260-7573
mail:info_kokai@bcon.jp

Ver.1
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BDPとは

対象者と課題感
経営者

1971年にスタートしたBDP（当時SMT）は、

経営幹部

2016年から2020年の5年間では、794名様にご参加いただきました。

体験し、経営者としての「経営センス向上」を図るプログラムとなっております。

会社経営においての
意思決定力を身に付ける

経営管理者には、
「方針と意思決定の合致性」と「経営結果による即応」の
「バランス」が求められます。机上の空論を学習するのではなく、良質な

修羅場である経営活動を経験することで経営屋（数字分析）ではなく、
経営者（思いの数値化と意思決定）の能力を高める講座内容です。

各方面に気を配り、経営活動に必要な
バランスをとっていける能力

またそのかじ取りができる人材を創っていくのかが鍵となります。

宿泊型

or

4 日間

オンライン型

DAY 1 / 11:00～19:00 DAY 1～3/ 9:00～17:30

DAY 2・3/ 8:30～19:00 DAY 4 / 9:00～17:00
DAY 4 / 8:30～15:00

それぞれのグループが、疑似会社を前任者から経営を引き
継ぎ、4期（4年間）の経営活動を行っていただきます。
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、長期的な視点、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していきます。

生産計画
品質管理
設備管理

A社
販売

生産 組織化
設備投資計画
資材購入計画
要員計画

生産
要素の
調達

需要予測
市場調査
販売戦略

資金の
調達と
回収

資金計画
利益処分
財産管理

BDP で身に付くこと
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
企業の実態を把握できる能力

競争優位の戦略思考に基づいた

本講座は、そのような時代だからこそ必要な講座となっております。

3泊4日

施策や方針に対して、
数字で考える力を身に付ける

企業システム（組織）の論理をふまえて、

今後コロナ禍において、いかに経営のかじ取りを行っていくのか、

経営実習

経営活動ができる能力

オリエンテーション～
新経営体制の確立＆経営活動（2 期）
A社

B社

市

場

DAY 3・4

経営実習

経営管理者とは
ビジネス
Business

事業

実務

商売

マネジメント
Management

経営

方針の合致性を考えながら、

財務結果に対する即応ができる
判断と意思決定ができる能力

チームの効果性に貢献できる能力

経営活動（2 期）～
経営の振り返り＆FB セッション

4 期の経営活動を行う

MANAGEMENT

C社

企業目標を達成するための
マネジメント能力を身に付ける

経営チームの一員として、

やりくり

上手くやること

経営方針説明会を実施し、
経営活動の厳しさを痛感する

振り返りと相互フィードバックを行うことで、
チーム作りの重要性、自分自身の
経営リーダーとしての課題に気付く

現実に近いBCon 式経営シミュレーション

振り返り＆FB セッション

金融機関・労 働組合・取引先などとの外部からの情報収集・折衝・交渉や経営方針説明会 などを実体験する中で

者自身の学びと気付きを自己内省と他者

意思決定が結果に表れ、財務結果にどのように 結びつくのかを体験学習します。単なる分析や数字遊びではなく、

ミッション・ビジョン

財務分析力を経営力、意思決定力に
変換できる力を養いたい！

組織内外の環境変化に対応し、企業目標を達成するための
経営意思決定力を啓発するための講座です。

「経営の意思決定」を現実に近い状況設定（経営シミュレーション）によって

DAY 1・2

ビジネススクール
出身者

受講の目的

1960年代に開発され、プログラムの改善改良を重ね、

BDP の講座概要

上級管理職

部分を集合化、全体を部分化でき、
大所・高所から全体像と時間軸をもって
認識できるリーダーを育てたい！

曖昧な状況下でも方向性を示し、
方針に合致した意思決定をリード
できる人材を育成したい！

おかげさまで、これまで162回を通じ、500社以上3000名様にご参加いただき、

海外拠点長

現実的な企業経営の要素を理解・習得していただけるよ うにプログラムしております。

チームとしての経営活動を振り返り、受講
からの指摘により促進します。疑似体験

を研修内で終わらせないよう、実務にお
けるビジネスリーダーとしての啓発目標
を明確にしていきます。

