ランチェスター戦略学会
第 9 回研究大会
≪研究テーマ≫

企業の環境対応と競争戦略
企業がより良い経営戦略を構築するためには、企業を取り巻く様々な
環境を理解し、それらをもとに創造力を発揮し、的確に対応していかな
ければなりません。企業の環境対応と競争戦略への結びつき、そしてラ
ンチェスター戦略についての知識を深め、情報交換を行うことを目的に、
第９回の研究大会を実施します。経営戦略の最前線の知識がつかめます。
非会員の方でも参加できますので、どうぞ奮ってご参加ください。
ランチェスター戦略学会会長

小泉 徹

◇日 時： 平 成 2 8 年 1 1 月 2 6 日 （ 土 ）
受付開始 9 時 30 分
午前 10 時 00 分～午後 17 時 25 分 研究大会
午後 13 時 30 分～午後 14 時 30 分 特別講演
午後 17 時 45 分～午後 19 時 30 分 懇親会

◇主 催：

ランチェスター戦略学会

◇共 催：

社会デザイン学会

◇後 援：

特定非営利活動法人ランチェスター協会

◇会 場：

東京理科大学神楽坂キャンパス 8 号館 832 教室
(会場は昨年と同様です）

◇交 通：

ＪＲ総武線飯田橋駅西口より徒歩 3 分
東京メトロ有楽町線・東西線・南北線、
都営大江戸線 飯田橋駅 B3 出口より徒歩 3 分

タイムテーブル
総合司会
岩渕 美智子
ランチェスター戦略学会常任幹事
ランチェスター協会理事

時間配分

基調講演 50 分、特別講演 50 分、報告Ⅰ~ 報告Ⅳ30 分、質問各 10 分
9：30～
10：00～10：10

受付開始
開会あいさつ
小泉 徹（ランチェスター戦略学会 会長 首都大学東京教授）

10：10～11：10

基調報告 「競争と恊創」
井関 利明（慶應義塾大学 名誉教授）

11：20～12：10

報告Ⅰ

「 環境対応と地理情報システム」

報告者 平下 治（株式会社ゼンリンジオインテリジェンス顧問）
12：10～12：30

ランチェスター戦略学会 年次総会
司会 竹端 隆司（ランチェスター戦略学会 副会長）

12：30～13：30

昼休み

13：30～14：30

特別講演 「競争戦略とはナンバーワン戦略である」
石井 誠二（株式会社 HAPPY 石井 代表取締役社長）

14：35～15：25

報告Ⅱ

「差別化戦略のための創造的思考技術 “ユニークブレインラボ®”
」

報告者 鈴木俊介（ランチェスター協会理事 株式会社経営技法 代表取締役社長）
コメンテーター 福永雅文（ランチェスター戦略学会 常任幹事）
15：35～16：25

報告Ⅲ

「スペイン松下電器の危機打開事例をもとにした
ランチェスター戦略の有効性の検証」

報告者 中山晴樹（大阪能率協会登録マネジメントコンサルタント、
元大阪成蹊大学マネジメント学部長）
）
コメンテーター
16：30～17：20

報告Ⅳ

福田秀人(ランチェスター戦略学会副会長 立教大学大学院客員教授)

「
“卵子の老化”を日本に、世界に広げるために
～“リアル人生ゲーム(仮)”ビジネス成功に向けて～」

報告者 有澤和歌子
（womb プロジェクト代表・iDiscover 代表・キリロム工科大学東京事務局長）
コメンテーター
17：20～17：25

小泉 徹（ランチェスター戦略学会 会長 首都大学東京教授）

閉会あいさつ
矢野 彈（ランチェスター戦略学会 副会長 ランチェスター協会 特別顧問）

17：45～19：30

懇親会 イタリア食堂（東京都新宿区神楽坂 2-2 志満金ビル 4 階）
電話番号：03-3267-5781

プロフィール（１）
小泉 徹
こいずみ とおる

首都大学東京教授（オープンユニバーシティ 経営・会計学分野）慶応義塾大学商学部卒
業。同大学大学院商学研究科博士課程修了。専門分野は流通・マーケティング。著書『サー
ビス・マーケティングの新展開』(共著)『新版商業学入門』(共著)ほか多数。 経営哲学学会
理事。 2011 年にランチェスター戦略学会会長に就任。

井関 利明
いぜき としあき

慶応義塾大学名誉教授。社会学博士。慶応義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了。慶
応義塾大学総合政策学部教授より千葉商科大学政策情報学部教授となる。研究対象はマーケ
ティングの思想・方法・理論、ソーシャル・マーケティングの体系化とその応用。著書に「経
営の美学」ほか多数。

平下 治
ひらした おさむ

1943 年山口県生まれ。1966 年甲南大学文学部社会学科卒業。株式会社ゼンリンジオイン
テリジェンス顧問。地理情報システム（ＧＩＳ）学会理事兼上級ＧＩＳコーディネーター。
1979 年、株式会社ＪＰＳを設立し、商圏分析、出店計画、既存店評価、販売促進計画、売
上げ予測等ＧＩＳマーケティングで数多くの実績を積む。

主な著書に、
「コンピュータ

ーマッピングシステムによるエリアマーケティング革命」
（ダイヤモンド社）他がある。

石井 誠二
いしい せいじ

1942 年東京都生まれ、1973 年 30 歳の時若者向けの新しいタイプの洋風居酒屋「つぼ八」
を札幌で創業、その後急速に業績を伸ばし 400 店舗売上高 500 億円を達成、東京に進出.居
酒屋ブームを巻き起こす。しかし、1987 年に社長解任を受け、
「つぼ八」を離れる。
1989 年新しく「八百八町」を創業現在「ひもの屋」
「かたりべ」
「肉屋の正直な食堂」な
ど５業態ものビッグな居酒屋チェーンを瞬く間に開発、売上１00 億円東京中心に展開。
惜しげもなく会社売却、現在次のステップを企画中。

鈴木 俊介
すずき しゅんすけ

株式会社経営技法 代表取締役社長。慶應義塾大学、Case Western Reserve 大学院卒
MBA、NPO 法人ランチェスター協会 理事。
「物の考え方をインストールする」思考技術
を基軸においたコンサルティングとセミナーを設計。産業財、自動車、エレクトロニクス、
IT 業界を中心に、問題解決、創造力の強化、BtoB 営業マーケティング、ホワイトカラー・
管理職の業務効率化等、様々な実務課題レベルにまで落とし込んだ実践的なソリューション
を展開。

福永 雅文
ふくなが まさふみ

戦国マーケティング株式会社代表取締役。NPO 法人ランチェスター協会常務理事・研修
部長。ランチェスター戦略を指導原理に企業の販売戦略づくりを指導・教育。営業拠点単位
に市場占有率の向上策を具体的に指導することを得意とする。著書に『
「営業」で勝つ!ラン
チェスター戦略』
『ランチェスター戦略「弱者逆転」の法則』など多数。

中山 晴樹
なかやま はるき

松下電器産業（現パナソニック(株)）に 1971 年に入社。1979 年より 8 年余りスペイン松
下電器に出向（製造部門管理本部長）
。帰国後、経理担当役員直轄プロジェクト、松下グル
ープ会計システムの再構築、松下物流の新会計システム及び物流会計システムの同時構築に
従事。2002 年松下電器を早期退職し、ヒューマングループ(教育・派遣・介護)の上場準備の
ための会計システムを再構築。2007 年より 9 年間、大阪成蹊大学現マネジメント学部の教
授、学部長務める。2016 年より大阪能率協会 登録マネジメントコンサルタント。

福田 秀人
ふくだ ひでと

ランチェスター戦略学会副会長、立教大学大学院兼任講師、日本法制学会首席研究員、大
阪科学技術センター・マーケット＆テクノロジー研究会アドバイザー。慶応義塾大学大学院
商学研究科博士課程修了。元立教大学大学院教授。著書は『ランチェスター思考・競争戦略
の基礎』
、
『ランチェスター思考Ⅱ・直感的問題解決のフレームワーク』
（以上、東洋経済新
報社）その他多数。

プロフィール（２）
有澤 和歌子
ありさわ わかこ

青山学院大学経営学部卒、富士通株式会社、デジタルフォレスト・ホットリンクでの広報・
IR 責任者を経て独立。広報・マーケティングコンサルと「卵子の老化」を伝えるプロジェ
クトを実行中。10 月よりカンボジアの工科大学生を日本に橋渡しする事業のマーケティン
グ責任者を兼務。一児の母。

矢野 彈

月刊カレント(潮流社）代表取締役。成城大学経済学部卒業。1958 年(株)矢野経済研究所

やの だん

設立に参画、取締役に就任。1970 年同所代表取締役副社長、1996 年同所代表取締役副会長、
2002 年特別顧問に就任現在に至る。2001 年 NPO 法人ランチェスター協会副理事長就任。
一般社団法人日本バイオベンチャー推進協会副会長。

岩渕 美智子
いわぶち みちこ

一般社団法人エコリサイクル推進機構理事長・学校法人高根学園理事。青山学院大学卒、
ジョージタウン大学大学院修士課程修了（国際関係論）
。東洋大学法学部助教授、宮城県環
境生活部次長（知事の招聘により）
、東北福祉大学客員教授、首都大学東京(ＯＵ)講師などを
経て現職。著書に『ワシントンから日本への２０の警告』
『湾岸戦争は日本をどう変えるか』
など多数。近著の『政治は動いていないのか』では現職の副大臣など７人にインタビューし、
東日本 大震災への政府の対応を浮き彫りにした。

会場のご案内（１）
東京理科大学神楽坂キャンパスへのアクセス

東京理科大学８号館 ３階 ８３２教室
ポルタ神楽坂
東京理科大学の案内板
がございます
くりこ庵・梅花亭

２号館

懇親会場
イタリア食堂（4 階）
※1 階：志満金

３号館
休憩所
喫煙所

田口屋
生花店

モスバーガー

スターバック
外堀通り

東京メトロ
飯田橋駅

Ｂ３出口
アパマンショップ

ＪＲ飯田橋駅
新宿方面

ＪＲ総武線

西口改札

会場のご案内（２）
第 9 回研究大会会場

懇親会場のご案内

17：30～19：30 イタリア食堂
新宿区神楽坂 2-2 志満金ビル４Ｆ 03-3267-5781
ポルタ神楽坂
東京理科大学の案内板
がございます
くりこ庵・梅花亭
Ｙ！Ｍｏｂｉｌｅ

２号館

天下一品
メガネスーパー

３号館

靴オザキヤ

懇親会場
イタリア食堂（4 階）
※1 階：志満金
田口屋
生花店

飯田橋駅 方面

以上

