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〈受講料に含まれるもの〉
●テキストおよび昼食費。

〈受講料に含まれないもの〉
●必読書や研究参考図書、資料の購入費。
●研修会場までの交通費。
（海外での研修の場合も、現地までの交通費は各社負担となります。）
●研修プログラム外のチーム活動にかかる費用。
●海外研修を実施する場合は、パスポート・ビザ申請費用。
●海外合宿に係る費用

※本事業開催時の消費税率を適用させていただきます。
※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。
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また、天災地変、研修会場・運送・宿泊等の機関のサービス停止、官公庁の命令、
当初の予定によらないサービスの提供その他小会の管理できない事由により
研修内容の一部変更または中止のために生じた損害については、小会は責任
を負いません。

コースの申込が12名に満たない場合、催行を中止させていただくことがあります。

催行中止・免責事項
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公開研修では、事前課題やグループディスカッション等において、自社の
状況を書いたり話したりする場合がございます。この場合、受講者の判断
により、一般に開示できる範囲でご対応のほどお願いいたします。

公開研修における機密保持について
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●教育研修団体、経営コンサルタント、教育インストラクターの方のお申込み
は、お断りする場合がございます。
●テキストは会場でお渡しします。受講者以外の方にはテキストはお分けいた
しません。
●録音、録画、撮影はご遠慮ください。

注意事項
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●請求書は原則として、「申込責任者」宛に、開催日の約1か月前に送付いたし
ます。事前資料のあるコースは、随時お送りいたします。
●受講料は、請求書記載の支払期限までに指定口座までお振込みください。
●振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。お支払い
方法等につきご希望がございましたら、お問い合わせください。

各種送付物・受講料のお支払いについて

受 講 料

①お電話での予約も承ります。決定しだい申込書をお送りください。
②開催1か月前までに申込書が届かない場合は、予約が消滅することがあります。
③申込書を受理したのち、随時、請求書等をお送りいたします。
④定員に達した場合、または開催内容が大幅に変更する場合は別途ご連絡いたします。
⑤詳細はホームページ内、コースの案内をご覧ください。

申込方法

https://www.jma.or.jp/asia/leaderforum.html
FAX : 03-3434-6387   E-mail : asia-forum@jma.or.jp

一般社団法人日本能率協会 経営・人材革新センター
アジア“共・進化”リーダーズフォーラム

下記ホームページより申込書を
ダウンロードし下記連絡先までお送りください。
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一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は、小会
ホームページにての個人情報等保護方針をご覧ください。
（http://www.jma.or.jp/privacy/）。なお当コースの予約票および申込書
にご記入いただきましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連絡・実
施および小会主催の関連催し物のご案内送付等に使用させていただきます。

個人情報の取扱について

受講申込要項
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お申込み後、 受講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FAX（03-3434-6387）または
メール（asia-forum@jma.or.jp）にてご連絡ください。

受講申込後の取り消し（キャンセル規定）

開催30日前～8日前（開催日を含まず起算） ……………… 受講料の10％
開催7日前～前日（開催日を含まず起算）…………………… 受講料の50％
開催日当日……………………………………………………… 受講料の全額

経営・人材革新センター

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
TEL 03（3434）1955

・最新のプログラム
・受講者インタビュー　ほか

https://www.jma.or.jp/asia/leaderforum.html

アジア共・進化リーダーズフォーラム 検索

ホームページで
最新情報を公開しています

950,000円／1名（税抜）
1,050,000円／1名（税抜） 1,800,000円／2名（税抜）

1,700,000円／2名（税抜）日本能率協会法人会員
全日程  13日間会員区分

会　員　外

<受講者データ>

アジアと共に進化し、次の豊かさを創り出すために

“アジア共・進化”リーダーズフォーラム第4期

会 期 2018年6月～11月
（5回会合、うち海外1回。合計13日間）

会 場 東京およびASEAN
※ASEANのスタディ地域はご参加企業の希望によって決まります。

対 象

定 員

ASEANを軸に海外事業を担うビジネスリーダー、幹部
およびその候補者（部長・課長層）

12名程度



“アジア共・進化”リーダーズフォーラム
第4期　

参加した当初は研究テーマと弊社現状ビジネスとの距離感に
とまどいましたが、講義、フィールドワークを経て、いろいろな視点で
考えることの重要性を学ぶことができました。

● ●

IHI、旭化成、SCSK、ウイングアーク１st、
サントリー、JNC、新日鉄住金ソリューションズ、
ダイキン工業、竹中工務店、東京地下鉄、
TOTO、戸田建設、日本通運、日本ハム、
富士電機、フジタ、フジマック、三井住友銀行、
三菱商事、ヤマトホールディングス、リコー、
良品計画

第1～3期（2015～2017）参画企業
〈インドネシア〉
〈シンガポール〉

〈ミャンマー〉

〈 タ イ 〉
〈フィリピン〉

〈カンボジア〉

ERIA、APINDO、Salim Group、Jakarta Japan Club、AEON Indonesia
リークワンユー公共政策大学院（シンガポール国立大学）、EDB、SBF、SMF、
Microsoft、Keppel、Rolls-Royce、P&G
YOMA STRATEGIC HOLDINGS、エデン・グループ、
SHWE YAMONE MANUFACTURING、ミャンマー商工会議所連盟
タイビバレッジ（TCCグループ）、タイ工業連盟（FTI）、ダマサート大学、タイ保険省
Institute of Corporate Directors、アクセンチュアフィリピン、日立アジア、
Metro Retail Store、国家経済開発庁、貿易産業省
ロイヤルグループ、サンライズジャパン ホスピタル、カンボジア若手起業家協会、
カンボジア商工会議所

過去海外フィールドスタディでの訪問先（順不同・敬称略）

参加者の声

●詳細・お申し込みは seachアジア共・進化リーダーズフォーラム

特長1

特長2

特長3

ASEAN地域の社会課題解決を通して、
当該地域と日本および日本企業の双方にとって

新しい価値を創出（共・進化）する

～目指すゴール～

参加者の声の続きはホームページでご覧いただけます。 アジア共・進化リーダーズフォーラム 検索

現地・現実・対話
アジアの中でも特に変化と成長が著しいASEANで
フィールドスタディを行い、現地の課題やニーズを自らの
五感を使って把握します。

相互研鑽
日本人の参加者同士、およびASEANフィールドスタディで
出会う人 と々経験や知恵を出し合うことで、新しい価値
を創出します。

自社事業の具体的検討
チーム研究による社会課題解決プロジェクトだけでなく、
そこから得た解決策や考え方を自社のビジネスにどう
活かすかまで落とし込みます。

社外の人脈が作れたこと、他社の考え方・視点に触れられたこと、
他社の有能な人材がどの様なものか知ることができたことに価
値あり。事業の軸でなく、全く違う入口から、共進化というテーマで
掘り下げて研究、考えたこと（初めはとまどったが）が良かった。

アジアと共に進化していく
現地社会と共に発展していくことにこだわる

現地で働く人 と々共に成長する

現地の文化・
慣習・宗教…を尊重する

「日本らしさ」に磨きをかける
高い倫理観、勤勉、礼儀正しさ、細やかな配慮、誠実さ
卓越した技術力、品質管理力、集団の力、人が「育つ」

強い企業から徹底して学ぶ
構想、戦略立案、スピード

目標達成意欲、競争原理、権限委譲と責任、
多様性、学ぶ姿勢

高次のマネジメントへ
進化させていく

本社、現地法人ともに経営のスピード力を強化する
信頼できる経営人材に権限と責任を明確にして任せる…
多様性を取り込み、現場力をさらに強くし、限界を突破する

現地社会が豊かになる
事業を展開する

安心、インフラ、環境・エネルギー、生活充実…

第4期フォーラムプログラム

※日程・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｡

セッション 会期 テーマ 場所

2018年
5月

■プロフィールシート作成・提出
■自社のＡＳＥＡＮビジネス現状と課題整理・提出

7月
20日（金）～
21日（土）

2日間
10:00～17:00

6月
14日（木）
10:00～19:00

1日

9月
5日（水）～
12日（水）
8日間（予定）

10:00～17:00
10月5日（金）

1日

10:00～19:00

11月
2日（金）

1日

Warming-up

現地・現実・対話（仮説検証）

フィールドスタディレビュー

ASEANの経済・社会理解

● オリエンテーション（フォーラムの進め方等）、自己紹介
● チーム形成・課題共有
● 講義・討議「ＡＳＥＡＮにおけるソーシャルイノベーション」
－講義：ソーシャルイノベーションとは何か（基本と事例）
－討議：わが社のソーシャルイノベーション事例

● チーム研究　仮説設定
● 懇親会

● 「第３セッションでの仮説検証結果と論点整理」（全体＆チーム別討議）

成果創出 「我々の考える日・ＡＳＥＡＮの“共・進化”策とは」
● 午前：チーム別発表準備
● 午後：チーム別プレゼンテーション、アドバイザー講評

および懇親会（同期ネットワーク組織の結成）

● 現地社会課題の把握
現地政府機関訪問＆ディスカッション
フィールドワーク：現地の生活の様子を見る

● 現地社会課題への取組事例
ソーシャルイノベーションに取り組む企業/NPO訪問＆ディスカッション

● 現地社会課題に対するアプローチ策立案
 [チーム単位] 事前に立てた仮説が、現地スタディによって検証できたか、
その結果どのような変更や、更なる具体策の立案が必要になったかを
明らかにする。

● 情報提供・討議　「ASEAN経済連携の変化」
● 渡航国に関する情報提供・討議
● チーム研究
● 午前　チーム研究　仮説検証方法の検討
● 午後　チーム研究　研究経過報告＆フィードバック
　　　　　　　　　 海外フィールドスタディ準備

1日目

2日目
東京

ASEAN

東京

東京

東京

5

4

3

2

1

事前

チーム研究成果報告会

海外フィールドスタディ

● ASEANを軸に海外事業を担うビジネスリーダー、
幹部およびその候補者（部長・課長層）

● CSV、SDGs 等、ソーシャルビジネスを企画、推進する方々
● グローバル事業を担うリーダーとして視野を広げ、
視座を高めたい方々

● 井口　知栄 【ファシリテータ】
　慶應義塾大学 商学部・商学研究科 教授、Ph. D.(国際経営学)

● 河瀬　　誠
　MK & Associates 代表／一般社団法人 Japan Innovation Network シニアディレクター

● 助川　成也
　国士舘大学 政経学部経済学科 准教授

● Dr. Tan Chin Nam
　Former Managing Director, Economic Development Board Singapore.

主な対象者

主な講師陣・アドバイザー（予定）


