ランチェスター戦略学会
第３回研究大会

≪研究テーマ≫

競争戦略理論の諸相

｢ランチェスター戦略｣と
｢ランチェスター戦略｣と｢競争戦略
戦略｣と｢競争戦略理論の諸相｣について知識を深め、
｢競争戦略理論の諸相｣について知識を深め、
情報交換を行うことを目的に、第３回の研究大会を実施
情報交換を行うことを目的に、第３回の研究大会を実施いた
回の研究大会を実施いたします。
いたします。
経営戦略の最前線がつかめます。
経営戦略の最前線がつかめます。
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。
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

日時

平成 ２２年 １１月 ２３日 （火・祝日）
受付 ９時より開始
午前９時３０分～午後６時
午後６時１５分～午後 8 時

場所

研究大会

明治大学 アカデミーコモンホール
東京都千代田区神田駿河台１－１

２階

℡ 03-3296-4337

上原 征彦

第 3 回研究大会プログラム

「競争戦略理論の諸相」
総合司会：岩渕 美智子
(ランチェスター戦略学会常任幹事)

9:00
9:30
9:40～ 10:35

受付開始
開会挨拶
上原征彦学会会長
報告Ⅰ 「販売会社におけるランチェスター戦略の実践」 報告者：町口正人
討論者：上原征彦

10:40～11:35

報告Ⅱ

｢田岡理論と競争戦略｣

報告者：田原沖志
討論者：橋本雅隆
（目白大学教授）

１１：４５～12:45
13:00～13:40

昼食
報告Ⅲ

「ダイレクト・マーケティングと競争優位｣

報告者：杉井伸二
討論者：小泉徹

（首都大学東京教授）
13：50～14：45

報告Ⅳ

｢シェアと利益の相関関係②｣

報告者：森下雅文
報告者：福永雅文
討論者：上田晃輔
（（株）トランスコウプ代表）

14：55～15:40

報告Ⅴ

｢競争優位を持続する論理｣

報告者：梅沢伸嘉
討論者：小林哲
（大阪市立大学准教授）

16：00～17：50

パネル討論会

17：50～18：00

閉会挨拶

18：15～20：00

懇親会

矢野弾 学会副会長

パネル討論会

「競争戦略理論の諸相」について

学会会長
上原 征彦 （うえはら ゆきひこ）
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授（流通論・マーケティング
戦略論）日本勧業銀行、流通経済研究所、ペンシルベニア大学客員教授
を歴任。現在、政府の産業構造審議会流通部会長及びサービス部会長
食と農林水産業の地域ブランド協議会長を務める。｢創発するﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ｣など著書多数

＜報告者＞
田原 沖志 (たはら おきし)
おきし)
1945 年生まれ。同志社大学法学部卒日本テキサス・インスツルメンツ社、シュルンベルジェ社などの
コントローラーを経てサン・マイクロシステムズ社の専務取締役経理財務本部長として日本の CFO を

10 年間務める。故田岡信夫氏が主宰する経営統計研究所に 1969 年から 1971 年まで所属。
現在、日本 CFO 協会理事、エグゼ・アソシエイツ代表著書『CFO－最高財務責任者が企業を
向上させる』 行天 豊雄・田原 沖志 著 ダイヤモンド社刊

＜田原報告討論者＞
橋本 雅隆 （はしもと まさたか）
目白大学経営学部教授,一橋大学客員教授。
早稲田大学理工学部卒業、明治大学大学院経営学研究科前期課程修了。
生産と物流、ロジスティクス及びサプライチェーン・マネジメントの研究を行っている。 著書多数。

＜報告者＞
杉井 伸二 （すぎい しんじ）
１961 年生まれ。

現在トラベルライターとして活躍中。外務省の外郭団体にて海外進出企業への現

地投資環境等についてのコンサルティングに従事する。 その後、出版社にて書籍・雑誌の編集に
携わり、ヘッドロックオフィスを設立した。本人の特長はアジア・アフリカなど世界各地を歴訪。
あらゆるスポットを探索している。

＜杉井報告討論者＞
杉井報告討論者＞
小泉 徹 （こいずみ とおる）
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単位取得。
専門分野は流通・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ。著書として「新版商業学入門」［共著］ほか多数。

＜報告者＞
梅沢 伸嘉 （うめざわ のぶよし）
1940 年生まれ

日本大学 大学院卒業 文学修士。

愛知学院大学 大学院 経済学研究科修了 経済学博士サンスター㈱、ジョンソン㈱を経て、
１９８４年に独立し、現在 株式会社マーケティング・コンセプトハウス代表。
梅沢グループインタビューカレッジ塾長、その他講師多数
著書「グループﾟインタビュー調整」 「消費者ニーズをヒット商品にしあげる法」その他多数。

＜梅沢報告討論者＞
＜梅沢報告討論者＞
小林 哲 （こばやし てつ）
大阪市立大学経営学研究科 准教授。
戦略的マーケティング、ブランド、流通システムを分野とし、個別企業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活動やブランド
戦略、システム・マネジメントを研究。著書「戦略的ブランド管理の展開」―共著－がある。

＜福永・森下報告討論者＞
福永・森下報告討論者＞
上田 晃輔（うえだ こうすけ）
株式会社トランスコウプ総研 代表取締役。
営業種目としては、環境部門で廃棄物に関する諸調査の受託、廃棄物処理状況の確認代行。
健康部門で栄養教育、研修、栄養関連図書の企画・編集受託を行っている。

＜報告者＞
福永 雅文 （ふくなが まさふみ） 学会常任幹事 研究委員
1963 年生まれ 関西大学 社会学部卒業
広告代理店、コンサルティング会社にて戦略マーケティングを実践。
現在、ランチェスター戦略コンサルタント、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理事兼研修部長 ランチェスター戦略の教育研修、同戦略を基盤とした
経営の実務指導を行う。著書に 「ビジネス実践 まんがランチェスター戦略」 ほか。

＜報告者＞
町口 正人（
正人（まちぐち まさと）
まさと）

ﾗﾝﾁｪｽﾀｰ協会 認定インストラクター
認定インストラクター

1950 年生れ 同志社大学 商学部卒業。
キャノン株式会社に入社。 その後キャノン販売株式会社へ移籍。
課長、部長、本部長を歴任、営業責任者となる。
2006 年研修会社クリエイティブマネジメントを設立し、代表取締役に。
現在ランチェスター協会理事、北海道支部長として活躍中。経営管理修士（MBA）取得。

＜報告者＞
森下 雅文（もりした まさふみ）

ﾗﾝﾁｪｽﾀｰ協会 認定インストラクター

１９６１年生れ。静岡大学人文学部法学科卒業、同大学専攻科修了。
中村利明税理士義務所に入社。株式会社中村経営情報センターに転籍、取締役、監査部
部長に就任。元気な中小企業のホームドクターとして、現在活躍中。

★JR 中央線／総武線「御茶ノ水駅」お茶ノ水口 （徒歩 3 分）
★地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」B1 出口 （徒歩 6 分）／地下鉄丸ノ内線 「御茶ノ水駅」 （徒歩 5 分）
★地下鉄三田線／半蔵門線／新宿線 「神保町駅」 A５出口

（徒歩 8 分）

ランチェスター戦略学会（事務局連絡先）
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1‐27‐1‐302℡：03-5287-6007

Fax：03-5287-6006

e-mail：lanchester@lanchester.or.jpURL： http://www.lanchester.or.jp

第３回ランチェスター研究大会 申込書
１１月２３日の研究大会に参加申込みします。
氏
名
フリガナ
性
別
勤務先名
郵便番号
ご住所

男

部署・役職

電話番号
勤務先電話番号
e-mail アドレス
参加費用

女

携帯電話番号

大会参加費 ６，０００円
３，０００円
懇親会費
１，０００円
お弁当代

懇親会・お弁当代に○をおつけください。

合計

ファックス申し込み ０３－５２８７－６００６

《事前振込みをお願いします》
振込み先

三井住友銀行 高田馬場支店
普通預金 ４４５２６７５
口座名
ランチェスター戦略学会宛
《恐縮ですが、振込み手数料は参加者のご負担とさせてください
学会会員は参加費が１０００円割引となります。

