経営戦略を樹てる！

リーダーズブートキャンプ
Leaders’ Boot Camp
５か月講座
第１期（2016年６月～10月）
充実の全８講
自社・自部門の戦略を立案・発表
志ある経営者・リーダーから学び合い
真の経営力が涵養される
定評ある戦略策定道場が
新教室で拡大充実開催！

三大講師が揃い踏み

三人合わせて10
社以上を経営。述
べ50年の社長歴。
著作は200冊。	

主任講師： 山田 修（戦略策定専門家、企業再生経営者）
特別講師： 新 将命（伝説の外資経営者）
箱田 忠昭 （カリスマ講師）	

山田 修

やまだ おさむ	

(有)MBA経営 代表取締役
２０年以上に渡り外資４社及び日系２社で社
長を歴任。業態・規模に関わらず、不調業績
をすべて回復させるなどして「再生経営者」と
評される。学習院大・修士卒（国文学）。米国
サンダーバードＭＢＡ、元同校准教授・日本
同窓会長。法政大学博士課程(経営学)満了
(社長在任中)。国際戦略経営研究学会員。
戦略策定指導コンサルタントとして多数の会
社を指導。常任講師。 	

主催

MBA経営

新 将命

箱田 忠昭

あたらし まさみ	

はこだただあき	

株式会社国際ビジネスブレ
イン代表取締役社長。
早稲田大学卒。シェル石油、
日本コカ・コーラ、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン、フィ
リップスなど、グローバル・
エクセレント・カンパニー6
社で社長職を3 社、副社長
職を1 社経験。長年の経験
と実績をベースに、国内外
で「リーダー人財育成」の使
命に取り組んでいる。
２回出講。	

インサイトラーニング(株)代表
取締役社長、日本プレゼン
テーション協会会長。18年間
人気講師ランキング第一位
（SMBCコンサルティング調べ）

慶応大学商学部、ミネソタ大
学大学院修了。エスティー
ローダーのマーケティング部
長、パルファン・イブ・サンロー
ラン日本支社長を歴任。年間
300回以上のセミナーをこな
すカリスマ・インストラクター。
プレゼンテーションと、リー
ダーや社長のリーダーシップ
についての第一人者。

２回出講。	

インサイトラーニング	

「企業リーダーを教え育てられるのは経営者だけだ！」	
「修羅場をくぐったことの無いコンサルや学者からは学ぶことが無い」
	
（企業の各層リーダーたちの声）
	

リーダーズブートキャンプとは	

「机上の空論」ではない、
「実際に使う戦略」を樹てる、
発表する、
経営者・幹部・各界リーダー・コンサルタントのため
実践する、	
の戦略策定実践講座。変わり続ける経営環境の中
ブートキャンプだけの７大特長とは	
で、「今」を切り取り自社・自部門に付いての３年戦
特長１
略を実際に樹ててもらいます。自社の成長や業績
主任講師の山田修先生は６社で社長として「企業再
の向上、部門の方向付けを目指している志の高い
生経営者」と謳われた経営実績があり、戦略学者と
リーダーたちが集まります。
しても現役です。実績とセオリーを融合した唯一無二
山田修主任講師は自ら６社で社長を務め、「再生
の指導カリキュラムにより直接指導します。

経営者」と謳われた実績を有している経営者です。
経営実践に加え、海外MBAと経営学博士課程まで
満了し、戦略セオリーについても専門家でもありま
す。６年以上山田講師が展開してきたプログラムを
充実展開します。	

ミューチュラル・メソッドで伸ばす、
伸びる！	
山田修主任講師は、実業を引退してから１０年近
く戦略策定指導をしてきました。新将命講師、箱
田忠昭講師も、数多くのトップ・セミナーや企業幹
部、リーダーの指導に招聘されてきました。
この三人が少人数クラスで交代に親しく指導する。
一方通行の講演ではなく、グループ討議にも深く
関わる、これ以上無い極上のクラスが展開されま
す。	

その他	
１．課題図書感想や戦略発表ドラフトは山田主任
講師がコメント入れします。
	
２．毎回懇親会（参加任意）が開かれ、強固で信
	
	
 頼できるリーダー同士のネットワーキングが形
成されます。講師を通じての広い人脈ともつな
がっていきます（ブートキャンプ・ムーブメント）。
３．本プログラムの三大講師に経営コンサルティ
ング契約・顧問契約を結んだ場合、月間契約
料は最低数十万からとなります。それが個別
戦略で5ヶ月みっちり指導を受けてこの価格で
す。
４．充実の教室と学習環境。インサイトラーニング
社の専用セミナールームで
クラスは開催されます。 	

特長２
参加者の方は、実際に自社（自部門）の３年戦略を
策定、発表してもらいます。策定した３年戦略で実際
に業績を大きく改善した企業事例が多数あります。
特長３
「戦略カードと５つのステップ」セオリーで必ず戦略策
定までこぎつける、確立した指導メソッドです。発表
指導も万全。
特長４
新将命講師、箱田忠明講師、また他の特別講師もい
ずれも現・元の著名経営者。口先だけではない修羅
場をくぐってきた猛者たちが登壇します。
特長５
毎回の課題図書と、次回その報告討議により経営リ
テラシーが次のレベルに。
特長６
受講生のグループワーク、懇親会を通じて他の参加
者からの学び、相互の助言、実ビジネスの展開まで。
特長７
意欲があり、志が高い参加者から刺激され、質の高
い経営者ネットワークが構築されます。	

参加して欲しい人	
経営者、役員、幹部、部門責任者、コンサルタ
ント、経営企画室など	
	
※各自、戦略策定をし、発表してもらいます。
（再受講の非策定参加者除く）	

予定カリキュラム
各講ごとに、課題図書が1～２冊配布されます。	
■第1回■

■第5回■

・開会式、オリエンテーション、NDA（機密保持契約）

・山田講師講義：「意思決定とリーダーシップ」
・懇親ランチ
・特別講師講義：第３回「経営者のための
プレゼンテーション術」
・グループワーク（４）：３ヵ年戦略の最終仕上げ
	

取交し
・受講生各位自己紹介
・懇親ランチ
・山田講師講義：「黄金の繁栄律」「成長戦略」
・受講生各位自社事業紹介
	

■第2回■

■第6回■

・課題図書討論：第１回
・山田講師講義：「マーケティング」
・懇親ランチ
・特別講師講義：第１回
・グループワーク（１）：目標設定、最重要課題と
その理由

・課題図書討論：第３回
・山田講師講義：「極め打ち戦略」
・懇親ランチ
・グループワーク（４）：３ヵ年戦略の最終仕上げ
	

	
■第3回■

■第7回■

・山田講師講義：「組織戦略」
・懇親ランチ
・特別講師講義：第２回
・グループワーク（２）：最善解決策（戦略）の選択と
理由付け

・課題図書討論：第４回
・山田講師講義：「役に立つ戦略セオリー」
・懇親ランチ
・３ヵ年戦略の全体プレゼンテーション会（前半組）
３ヵ年戦略の全体プレゼンテーション会（前盤組）

	

	

■第4回■

■第8回■

・山田講師講義：

・３ヵ年戦略の全体プレゼンテーション会（中盤組）
・懇親ランチ
・３ヵ年戦略の全体プレゼンテーション会（後半組）
・全体講評
・修了式
・修了懇親会
	

「モチベーション」「オペレーション戦略」
・懇親ランチ
・課題図書討論：第２回
・グループワーク（３）：派生問題と対処の選択と
理由づけ

コース日程

	

時間：いずれも 10：00～17：30（受付開始9：30）

2016年

第１講
第２講
第３講
第４講

6月11日（土）
6月25日（土）
7月 9日（土）
8月 6日（土）

第５講 8月27日（土）
第６講 9月10日（土）
第７講 10月 1日（土）
第８講 10月15日（土）	

公式テキスト
『本当に使える戦略の立て方
５つのステップ』
山田修 著	

※ 各講とも昼食つき。
※ 欠席のときは教材、課題図書、講義の音源をMP3で送るので、自習できます。	

セミナー会場
インサイトラーニング株式会社 セミナールーム
〒141-0022東京都品川区
東五反田1-10-10オフィスT＆Uビル4F
	

定員

１５名（戦略策定者）
他に戦略非策定者枠若干名（再受講者に限る）
	

参加費
第１期記念３大特典
１． 第１期記念特別価格
通常価格 ７２０，０００円
☟
第１期記念価格４８０，０００円（税込）
＋テキスト代２５，０００円（計５０５，０００円）
再受講者（山田講師の同様を以前に受けた方）：受付人数制限あり
戦略策定参加 ２３０，０００円＋２５，０００円
戦略非策定参加 １４０，０００円＋２５，０００円

２．紹介特典I
講師あるいは山田講師の同様コースOBからの紹介割り引き ２５，０００円

３．紹介特典II
参加者が他の参加者を紹介（複数参加）：両者とも２５，０００円割引	

申し込み締め切り
2016年６月６日（月）

※ 定員に達し次第、締め切らせていただきます。

「リーダーズブートキャンプ」はTMです。	

お問合せ・お申込み 	
インサイト ラーニング株式会社	
〒141-0022 東京都品川区東五反田１－１０－１０ オフィスＴ＆Ｕビル４Ｆ	
TEL: 03-3449-6301 FAX: 03-3449-6304 E-mail: info@insightlearning.co.jp	

http://www.insightlearning.co.jp	

