
・ 味の素ファインテクノ株式会社
・ 石原産業株式会社
・ NTT都市開発株式会社
・ 株式会社Ｊ-オイルミルズ
・ 株式会社ジェーシービー
・ 株式会社ジャクエツ
・ 住友商事株式会社
・ 株式会社SUBARU

・ 生化学工業株式会社
・ 積水化成品工業株式会社
・ ダイト株式会社
・ 宝興産株式会社
・ 中国電力株式会社
・ 株式会社東海理化
・ 有限責任監査法人トーマツ
・ 戸田建設株式会社

・ 株式会社巴商会
・ 株式会社酉島製作所
・ 日本証券テクノロジー株式会社
・ 日本精工株式会社
・ 株式会社日本政策金融公庫
・ 株式会社ノーリツ
・ 日立キャピタル株式会社
・ 株式会社富士通エフサス

・ 三井住友海上火災保険株式会社
・ 三井造船株式会社
・ 株式会社ミリアルリゾートホテルズ
・ 森永乳業株式会社
・ 理想科学工業株式会社

これまでの参加企業（一部） ※会社名50音順

エグゼクティブ・
ビジネスリーダーコース（EBL）

第21期・第22期

「知識習得×マインド醸成×徹底内省」で
目指すべき経営者像を確立する

会 期

会 場

対 象

定 員

経営幹部として活躍が期待される方
（数年後に役員を目指す方）

各期24名（1社4名まで）日本能率協会研修室（東京都港区芝公園）
都内合宿先　他

良質な出会い、対話、体験、気づきが、
人間として、リーダーとして、経営者としての軸を磨く

J
M
I

エグゼクティブ・ビジネスリーダーコース（EBL）お申し込みについて

Webサイトからお申し込みください

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

もしくは、https://jma-mi.com
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方
　はマネジメントスクールまでお電話にてお問い合せください。

TEL : 03（3434）1955

プログラム内容のお問合せ先

〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
一般社団法人日本能率協会　経営・人材革新センター 
JMI（マネジメント・インスティチュート）事務局
TEL： 03-3434-1955   E-mail: info-jmi@jma.or.jp  
HP: http://jma-mi.com/

参加申込後の取り消し（キャンセル規定）

開催30日前～8日前（開催日を含まず起算） 
開催7日前～前日（開催日を含まず起算） 
開催日当日

お申込み後、参加者の都合にてキャンセルされる場合、下記のとおりキャン
セル料を申し受けますのでご了承ください。
なお、キャンセルのお申し入れは、必ずメール（info-jmi@jma.or.jp）にて
ご連絡ください。

コース名 会　期 参加料／法人会員※（税抜） 参加料／会員外（税抜）

エグゼクティブ・ビジネスリーダーコース ￥1,260,000-／1名4ヶ月（全11日間） ￥1,450,000-／1名

※法人会員とは、一般社団法人日本能率協会の法人会員を指します。
　法人会員ご入会の有無につきましては、右記HPにてご確認ください。　https://www.jma.or.jp/membership/
　

本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

〈参加料に含まれるもの〉
●テキスト　●合宿を伴う場合は、宿泊費（国内）
※但し、プログラム上必要な場合に交通・食事を手配いたします。　※一部のコースは宿泊費実費を別途申し受けます。

参加申込規定はお申込みページにございますのでご確認、同意のうえお申込みください。

1 2
スマートフォン
タブレットから

マネジメント・インスティチュート

第21期 : 2019年8月～11月
第22期 : 2019年11月～2020年2月
（全11日間 合宿2回 通い2回）

　組織内での立場が変わり、業務範囲や判断する案件の規模が大きく変化したこともあり、
意思決定に必要な知識や考え方を学ぶ必要性を感じていた時期でした。
　各テーマの講義を通じて意思決定に必要なスキルを体系的に学び、様々な角度で経営を
考えながら、今後のマネジメントに活かせる貴重な情報や経営知識を獲得しました。加えて、各単位
で講演された経営者の方 か々らは、生 し々い経験談や経営に対する価値観、信念などをお聞きし、
多くの気づきから自分なりの経営者像を描けるようになりました。また、異業種の方 と々の深い議論
や交流により視野を広げられた事も大きな成果です。
　経営を実践する立場となった現在、研修で得た気づきや議論の中で見出した方向性が自分
自身の意思決定に大変役立っています。 （2017年度 第19期ご参加）

参加者の声

株式会社ＳＵＢＡＲＵ
執行役員 第二技術本部長　
兼 東京事業所所長

江里口　麿氏

参加料の10％
参加料の50％
参加料の全額



「知識習得×マインド醸成×徹底内省」で目指すべき経営者像を確立する

エグゼクティブ・ビジネスリーダーコース（EBL）
第21期・第22期

●経営幹部として活躍が期待される方
（数年後に役員を目指す方）
●主な参加者の役職
  本部長、事業部長、部長・室長、工場長
  支社・支店長、所長
●参加者の平均年齢 50歳（40歳台半ば～50歳台半ば）

主な対象者

主な講師陣（敬称略）全体コーディネータ（敬称略）

関　幸彦
人材開発コンサルタント

〈経営戦略〉

横山　隆史
（株）日本能率協会コンサルティング
シニア・コンサルタント

〈財務･会計〉

西山　茂
早稲田大学大学院
経営管理研究科
（ビジネススクール）教授

〈組織･人材マネジメント〉

河合　太介
人と組織のマネジメント研究所
株式会社 道（たお）
代表取締役社長

特長3
自身を「自己視点･社内視点･他者視点」の3方向から客観的に捉える
多彩なアセスメント 

セルフアセスメント
「リーダーシップコンピテンシー｣に関連した心理特性に重点を置いているツールを使用し、マネジメントに関する自己
評価を実施します。

1

360度評価
自己認識と他者認識のギャップが行動変革の指針になります。自社にて、自己のスキルについて本人、上司、同僚、部下
などから「強み」か「改善の余地あり」かの二者択一でアンケートに回答していただきます。現状を把握したうえで、今後
の能力開発の方向性を明確にします。

2

ビジネスシミュレーション
仮想企業の組織の中で自分がどのように周囲の人々をリードし、影響を与えているか、ということをアセスメン
トします。
ビジネスリーダーとしての戦略的思考、的確な意思決定力、高いコミュニケーション能力が問われます。また、
自分がとった行動や、事前に実施のアセスメント結果に基づいたフィードバックを受け、自己のリーダーとして
の行動課題について“深い気づき”を得ます。

3

特長1
経営者に求められる経営知識･スキルを各テーマの専門家による講義･演習･討議を通じて学ぶ
体系的な経営知識・スキルの習得

1 経営戦略 2 財務・会計 3 組織・人材マネジメント 4 理念・リーダーシップ

特長2
第一線の経営者の実践例から経営者の在り方を学ぶ
経営者講演

パナソニック（株）において社長秘
書、人事部採用課長､パナソニックコ
ンシューマーマーケティング（株） LE
北海道・東北社社長　パナソニック
（株）グローバルコンシューマー部門 
人事担当理事を経験。その後、公立
大学法人首都大学東京にてキャリア
支援責任者を担当。現在、人材開発
コンサルタントとして活躍している。

＜ビジネスシミュレーション＞＜経営テーマ研修＞ ＜経営者講演＞ ＜懇親会＞

＜個人レポート＞ ＜個人カルテ＞＜事前課題・例＞＜必読書レポート＞

（※会期により変更の可能性があります。）

単位/日程

会期（開催月）

●セルフアセスメント
●講義：経営戦略
●経営者講演
●交流会

●自分自身の能力・資質の再点検を行い、その強み
と弱みを確認する

●企業戦略の課題と経営者の役割について理解を
深める

●戦略立案に必要な知識と視点から、実現プロセス
までの流れを理解する

テーマ ねらい

『経営者の役割と経営戦略』

●ビジネスシミュレーション
●360度評価フィードバック
●経営者講演
●交流会

●経営者としてなすべきことを確立、定義する
●「ビジネスシミュレーションアセスメント」を通じて、
経営者としての行動課題について深い“気づき”
を得る

●自己の経営者像を確立し、行動計画を作成し、
宣言する

『自己のリーダーシップと経営者像』『理念経営』

●講義：財務・会計
●経営者講演
●交流会

『財務・会計』
●経営者として必須である財務・会計と経営分析の
基礎を習得する

●リアルケースで学び、経営戦略における、財務戦略
を理解する

1

4

2

3
●講義：組織・人材マネジメント
●経営者講演
●交流会

『組織・人材マネジメント』

事前課題 必読書

事前課題単位レポート 必読書個別フィードバック

個別フィードバック

必読書

事前課題単位レポート 360度評価必読書

●経営的視点から組織開発と人材マネジメントに
ついて理解する

●自社における組織・人材マネジメントを描き、自分
の役割やなすべきことを

　明確にする

プログラム（全4回＜各月1回開催＞・11日間）

※会期・プログラム内容等は変更になる場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

個別フィードバック

個別フィードバック 個人カルテ

単位レポート

単位レポート 同期会結成経営者像の確立

第21期 : 2019年8月～11月、 第22期 : 2019年11月～2020年2月

●多彩なアセスメントを用い、客観的に自己をみつめ､
　一貫した強みと課題を再確認する

●自身の信念や価値基準を深く考え抜き､
　目指すべき「経営者像」を描く

自身の判断軸をもち、
時代の要請に合った強いリーダーシップを発揮し

事業を牽引するリーダーになる

プログラム概要（予定）

各単位ごとに事前課題・事後課題があります。修了後には派遣元に参加の様子をご報告します。

事前・事後課題、ご報告資料

コース参加イメージ

3日間（合宿）

2日間（通い）

2日間（通い）

4日間（合宿）

第21期
8月

22日（木）～24日（土）

第22期

11月
7日（木）～9日（土）

第21期
9月

20日（金）～21日（土）

第22期
12月

6日（金）～7日（土）

第21期
10月

25日（金）～26日（土）

第22期
2020年1月

17日（金）～18日（土）

第21期
11月

20日（水）～2３日（土）

第22期
2020年2月
5日（水）～8日（土）


