社内研修のご案内

経営幹部

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

取締役
次世代経営者
上級管理職

企業経営 マネジメント力養成
□ 経営感覚の養成・習得の研修です

□ 幹部に必要なマネジメントの基本を学びます

□ 企業の将来に予測される経営課題を抽出します
□ 組織内でのシナジー発揮が期待できます
環境分析

●経済政策と市場環境 ●SWOT分析と事業ドメイン

経営戦略

●競争戦略・マーケティング戦略について
●新規事業と事業計画について ●人的資源最適化

財務会計

●財務会計と事業構造について ●管理会計について
●企業価値とコーポレートファイナンスについて

組織人事

●組織人事戦略について ●組織マネジメントについて［中間管理職向け］
●人材育成［戦略編］ ●人材育成［グローバル編］

部下指導

●コーチング 第１回［個別スキル編］
●コーチング 第２回［部下指導育成技術編］
●コーチング 第３回［実践トレーニング編］

運営管理

●顧客満足と店舗管理

経営法務

●ストレスマネジメント 職場環境変化と対応
●コンプライアンス 内部統制 リスク管理

論理思考

●実践的問題解決と論理思考

戦略立案

●戦略マップについて［まとめ］

最もご好評をいただいている代表カリキュラムです

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

全て貴社オリジナルでの組み合せで実施可能

受講対象者の特性や習熟水準、
到達目標に応じ、
カリキュラムのコーディネーションは自在です。
貴社に最適な組み合わせをお選びいただくことで、
実施効率が高まります。
マネジメント研修 カフェテリアコースメニュー
STEP1➡ 環境分析

●経済政策と市場環境

講師

環境分析

●SWOT分析と事業ドメイン

講師

経営戦略

●競争戦略・マーケティング戦略について

講師

STEP2➡ 経営戦略

●新規事業と事業計画について

講師

経営戦略

●人的資源最適化

講師

財務会計

●財務会計と事業構造について

講師

STEP3➡ 財務会計

●管理会計について

講師

財務会計

●企業価値とコーポレートファイナンスについて

講師

組織人事

●組織人事戦略について

講師

組織人事

●組織マネジメントについて［中間管理職向け］

講師

組織人事

●人材育成［戦略編］

講師

STEP4➡ 組織人事

川井 インストラクター

□講座間での戦略的連携！
□各講座のフォローアップ体制！
□お費用面でもお得！

●人材育成［グローバル編］

講師

部下指導

●コーチング 第１回［個別スキル編］

講師

部下指導

●コーチング 第２回［部下指導育成技術編］

講師

部下指導

●コーチング 第３回［実践トレーニング編］

講師

●顧客満足と店舗管理

講師

川井 インストラクター

経営法務

●ストレスマネジメント 職場環境変化と対応

講師

上田 インストラクター

経営法務

●コンプライアンス 内部統制 リスク管理

講師

上田 インストラクター

論理思考

●実践的問題解決と論理思考

講師

中津 インストラクター

●戦略マップについて［まとめ］

講師

川井 インストラクター

STEP5➡ 運営管理

STEP6➡ 戦略立案

□独自のマネジメントスクール！

多彩な講師陣容

本カリキュラムの全てのコーディネーションは、
三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの
専任部署のプロであるインストラクター職が責任をもって担当します。

外資系
コンサルタント
有名企業
人事部長

弁護士

企業経営者

大学講師
外資系
アセスメント

公認会計士

起業家
中小企業
診断士

銀行員

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング
チーフインストラクター

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング
チーフインストラクター

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング
インストラクター

川井 栄一

上田 裕之

中津 宏之

E i i c h i K a wa i

Hiroyuki Ueda

Hiroyuki Nakatsu

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問い合わせください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修
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○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングから社内研修のご案内【貴社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

経営感覚
養成研修
〜戦略マネジメントゲーム〜

■戦略マネジメントゲームでは、受講者の方々一人一人が自分の会社
の経営者になり、１期から４期までの経営と財務を体験。経営の
諸環境を判断しながら意思決定を行い、マネジメントに反映させ、
経営の基本を体得します。
■実際に経営体験する中で、組織の中における自己の役割を再確認
し、数字への関心を喚起するとともに、経営活動の全般が理解で
きることを目的とします。具体的には採算の構造を理解し、目標
達成、コスト削減の重要性を考えます。

【本研修で概要が理解できる項目】
①企業活動の全般的把握

研修は楽しくあるべきである。

②利益の出る仕組みの理解
③経営環境の把握とデシジョン・メイキング
④マネジメントの実践

研修は実際に役立つもので
あるべきである。

⑤企業会計の仕組みの理解
⑥損益分岐点分析
⑦在庫、
売上債権とキャッシュフローの把握
⑧目標利益、販売量、経営資源の最適配分
⑨経営計画の策定のポイント
⑩経営分析と経営診断のポイント

教えられる研修ではなく、
自ら考えていく研修で
あるべきである。

【研修の効果】
❶経営の構造が理解できる。
一人一人が経営者となって、経営を疑似体験し、生産、販売、マーケティング、財務、人事など、企業活動の全般的な仕組みが理解できる。

❷企業会計、財務の基本を体験的に理解できる。

全ての企業活動のベースである会計、
財務の計数感覚を体得することにより、
計数まわりの重要性、
採算の構造が理解できる。

❸戦略的思考能力が向上する。

競争の中で経営シュミレーションを繰り返し体験することにより、戦略的思考力とそれに基づく経営行動が理解できる。これにより、激変
する経営環境の中で、どのような戦略をとり、計画を策定していくべきかを習得できる。

❹経営者のマインドが理解でき、経営感覚が養成される。

マネジメントにおけるそれぞれのデシジョン・メイキングにおいて、経営者的発想が理解でき、経営感覚を体得できる。これにより、今後
貴社内における日頃の業務活動においても、経営の観点からもアプローチができ、モラルの向上につながる。

経営感覚養成研修

!

カリキュラムイメージ

〈研修の主要内容〉
１泊２日研修
＊オリエンテーション

＊企業経営の基本的事項について

企業経営に関する基本事項の講義とマネジメントゲームの実施

1

4

企業経営の基本講義と第１期の経営例示・説明
第１期試行

〜創業期の経営〜

講師が基本的事項の解説とモデルを実施、各自第１期の経営、
決算実施

2

＊企業経営のポイント
＊損益分岐点の活用

〜経営計画中心〜

総括講義と各自の企業活動の結果レビュー
＊目標の立て方 ＊数字の見方
＊各人の企業活動の結果のレビュー
＊総括とコメント

基本講義と第３期の経営実施
第３期実施

第４期実施

〜試行錯誤の経営〜

経営環境を判断しながらデシジョン・メイキングを行う。
資金繰り表、
決算実施、
2年間の経営のレビューを行い、
発表する。

3

＊採算の着眼点と戦略 ＊戦略要素による分解
＊経営計画表の作成 ＊経営戦略会計のポイント
経営計画策定を念頭に、経営を行い、決算を仕上げる。

参加者による第２期の経営実施
第２期実施

基本講義と第４期の経営実施

＊採算の構造

＊優秀者の表彰

総まとめ：研修所感の作成と今後の目標
●研修で体得したことのまとめ ●決算書の見方
●理解度テスト ●各自の今後の課題と目標設定

〜販売重視の経営〜

資金繰り表、
決算、
自己資本グラフを作成。
自社の経営分析と次期経営計画の立案を行う。

プログラム設計は多様なバリエーションがあります

さらに

+1日フォロー研修

１．
オリエンテーション

研修の狙い

下記は幹部対象に行った例です

研修中の留意事項

理解度チェック（会社方針、会社概要等について）

２．
前回の研修の復習

（1）経営計数の読み方 （2）財務分析の方法 （3）損益分岐点の活用 （4）目標利益達成のために

３．
我が社の明日を考える

（1）計数からみた我が社の強み、弱み（財務上の課題） 〜自社分析、同業他社分析〜
（2）我が社の将来を考える グループ討議 〜ストロングポイントを強化し、ウイークポイントを克服する〜
（3）部長、上級管理者としてやるべきこと 行動計画の策定

４．
上級管理者への期待

（1）社長の分身としての幹部 （2）これからの幹部に求められるもの （3）幹部としての自己革新
（4）
あなたが変われば職場が変わる

MGゲーム盤は
（株）
日本総研コンサルティングのものを使用します。

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問い合わせください
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社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

上級管理職の徹底鍛錬には

貴社にマッチした育成カリキュラムを
厳しくやりきることが有効です！！
厳しい業績達成要求！

必ずやりきらせる実践力！
激動の経済環境化、
今後の貴社の飛躍を実現する人材の育成・能力伸張にあたっては、
まず上級管理職クラス＝部門・拠点のトップの戦力化が最優先です。
三菱UFJリサーチ＆コンサルティングで行う研修では、
以下の点を厳しく指導させていただきます。

１．
あるべき上級管理職とは何か、
どんな役割を発揮すべきなのか
２．
上級管理職が取り組むべき人材育成とは、
真のリーダーシップとは
３．
真の上級管理職として実現すべき組織活性化と風土改革の姿
４．
これからの上級管理職に求められる絶対欠かせないトップへの意見の具申
管理職の役割をいくら机上で学んでも、
それが行動変革につながらねば全く意味がありません。
本研修は、
以下のPDCAサイクルをとりいれ、
「研修を実践に反映」
させます。

初期研修
（Ｐ）
現状認識〜あるべき姿認識
〜対策立案及び対策実施の仕方の教育

フォロー研修
（Ｃ−Ａ）

対策実施状況の研修でのフォロー
・成功事例の成果の分かち合い
・失敗事例の真因追究と追加施策立案

現場での実施
（Ｄ）
企画立案した対策案の
支店・部門での実施推進

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

を身につける
！

部下に対しても、
自らに対しても厳しく迫る業績達成力！

できない理由を探すのではなく、
必ずやりきらせる実践力
！

例

2 泊 3日 鬼！上級管理職研修カリキュラム

実施時

鬼!上級管理職の必修項目

履修スタイル

午前
午後

一日目カリキュラム

１．
職場の最高責任者がなすべき役割再確認

座学・個人ワーク

夜

２．
鬼！と呼ばれる管理職 成功事例と失敗事例

事例研究

３．
鬼となって取り組むべき人材の育成ミッション

講義・相互研究

４．
甘えを排する真のコーチングテクニック理論

最新技術紹介

５．
これまでのマネジメントの問題点と克服に向けて

チェックリスト研究

６．
夜間ワーク 己の問題改善レポート

個人ワーク・仮説立案

午前

二日目カリキュラム

個人別発表

７．
個人別問題改善プラン策定結果報告

全体検討と相互指摘

８．
プラン仮説の多面検証と課題の相互指摘
午後

座学

９．
最大効率で進めるアクションプラン・PDCAの徹底原則

講義と演習

夜

10．
仕事を本当に回していくための段取り術タイムマネジメント

ケーススタディ①②

11．
部門の最高責任者として組織力を高めていく仕掛け

個人ワーク・添削指導

12.夜間ワーク 職場の実践ケースにおける展開案策定

午後

三日目

午前

ロールプレイング

13．
総合演習 部下をして部門業績を実現せしむる
14．
決意表明 経営トップから部下までを動かす意見発信技術

講義・演習・個人ワーク

15．
鬼の上級管理職としてのアクションプラン報告

個人発表・ビデオ撮影

16．
閉講挨拶、
個人別表彰

個人別・総括コメント

著名コンサルティングファームでの教育指導
企業人事部長の実務経験を活かした実践力

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
コンサルティング・国際事業本部 チーフコンサルタント

上田 裕之

経営指導、
マネジメントコンサルティング実施200社超
ハイクラス人材への個人コーチング500人以上
略

歴

米国系企業のアフターマーケティング、出版会社の人事部長を経て国内外著名コンサルティングファームでの経営指導、
企業内教育の実務経験を豊富に有する。産業カウンセラー、
マスターキャリアコンサルタントの養成カリキュラム開発指導を手がけ、
厚労省認定キャリアカウンセラー講師試験にも携わる。

TEL.０３ ６７33 １058
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中国古典に学ぶ̲養成研修チラシ̲表A̲2013/09/12/004

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

中国古典に学ぶ！
ビジネスリーダー養成研修

次世代・
若手リー
ダー
後継者
へ聞か
せたい！

国際競争が激化する中、
今こそ必須となる中国古典の智恵の数々！
三菱UFJフィナンシャルグループの総合シンクタンクが提供する
数千年語り継がれてきた中国古典に学ぶ、
温故知新のビジネスリーダー実践研修！

21世紀の国際社会で生き残るために、

今こそ中国古典の智恵を経営に活かす！
史記

菜根譚

戦国策

論語

中国古典に学ぶ帝王学
「3年鳴かず、飛ばず…」
の

その他、
経営に役立つ名言の数々も
分かりやすく解説！
疾風に勁草を知る
「後漢書」

本当の意味とは？
現代のリーダーにこそ必要な深い古典の

天下を争う者は必ず先ず人を争う
「菅子」

現代の管理者研修と
殆ど同じ内容を
「唐の太宗」
は既に行っていた！？

さらに！ 中国人との
付き合い方 中国人マネジメントの
手法も中国古典から学べる！

知恵があった！？

泣いて馬謖を斬る
「三国志」等等

要
《何故、
徳川家康や北条政子は 貞観政
を愛読したのか？》

《ナポレオンも、
曹操も、
武田信玄も熟読した

孫子

の魅力とは？》

① 現代でこそ使えるマネジメント手法が満載で、
目からうろこが落ちた！
→自分ではなかなか読み解けない中国古典の本当の知恵を分かりやすく解説！

研修の効果

② 体験型ゲームやケーススタディを交えて楽しく習得！
→難しい古典の内容でも、
参加型で学べる楽しい研修会！

③ 先代が何を言いたいのか、若い後継者にも分かるような気がした！
→世代を超えて語り継がれる古典だからこそ伝わる、
温故知新の生きた知恵！

中国古典に学ぶ̲養成研修チラシ̲裏A̲2013/03/06/003

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

研修概要 コンテンツ内容

中国古典に学ぶ！ビジネスリーダーに必要な知恵
❶「孫子」に学ぶ経営戦略

❹「論語」
に学ぶ処世術

❷「貞観政要」
に学ぶ組織管理

❺「菜根譚」
に学ぶメンタルヘルス

❸「韓非子」に学ぶ部下指導・術

❻「三国志」
「戦国策」
に学ぶ
実録ケーススタディ 等

21世紀の国際競争に求められるマネジメント
① 21世紀の日本の現状について

③ マネージャーの立場と役割とは？

② リーダーシップとマネジメント

④ 部下指導と教育体制について

その他

⑤ 海外進出・海外人材の
注意点とは？

貴社のご要望に応じてカスタマイズ致します。

中国古典だけではなく、
現代の経営戦略やマネジメント理論と比較しながら
グループワーク、ゲーム、
ディスカッションを交えて楽しく研修を行ないます！

外資系企業を経て研修講師へ
マネジメント研修のスペシャリスト

あわせて受講すれば更に効果的！

中国赴任前研修
中国人マネジメント研修

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

◎日本人•中国人•欧米人の違いとは？

コンサルタント

◎中国における組織運営のポイント

中津 宏之

◎中国で機能する人事制度のポイント

起業•会社経営を経て研修講師へ
幹部育成のスペシャリスト
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

経営幹部、
管理職だけでなく
次世代・若手リーダー
後継者へ聞かせたい！

チーフコンサルタント

川井 栄一

（経済産業大臣登録 中小企業診断士 宅地建物取引主任者）

現代に生きる古典の知恵
何時の時代も変わらぬ真理

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問合せください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー

http://www.murc.jp

ホームページは 三菱UFJ 研修

検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

