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企業を成長させる
ソフトバンク 孫 正義 流

企業成 長

第

4

弾

Yokohama Executive Club

ソフトバンクの孫さんは1981年に起業した日本ソフトバンク株式会社をパッケージソフトとPC雑誌出版の
会社からインターネットと通信事業をコアとした時価総額10兆円の会社まで成長させました。
その成長の源泉は新規事業です。
その流れは、新規事業←他企業とのコラボ←ビジネスマッチング（楽市楽座的発想）←情報（PC雑誌出版、
展示会会社等運営）前回の既存事業成長の【孫正義流、事業計画書作成のすすめ】から新規事業育成の【孫
正義流、ビジネスマッチングのすすめ】を皆さんと進められればと思っております。
今回は全国異業種交流組織として20年の実績と成果を収めていらっしゃる協同組合ワイズ総研の代表理事を
ゲストにお迎えします。このセミナーが大きなビジネスチャンスの機会となります。

『したたかに生き抜く経営』
【ゲストスピーカー】 協同組合ワイズ総研
代表理事 三木 佑二郎 氏

一般社団法人 横浜経営者倶楽部
代表理事 飛山 晴彦

『企業を成長させる
ソフトバンク 孫正義 流
ビジネスマッチングのすすめ』
一般社団法人 横浜経営者倶楽部
理事 酒井 真史

一般社団法人 横浜経営者倶楽部

https://ykc.yokohama/

〒231-0013 横浜市中区住吉町1-13-1 松村ビル別館3階 TEL：045-900-2224

FAX:045-227-1131

お問合せ：https://ykc.yokohama/contact/

協賛：協同組合 ワイズ総研 / IPP国際特許事務所 / 株式会社協同プランナー /
税理士法人ステップスパートナーズ

講師と協賛企業様のご紹介
【ゲストスピーカー】
協同組合ワイズ総研 代表理事 三木 佑二郎 氏
昭和41年早稲田大学第一商学部卒業。同年、竹中工務店入社。昭和52年株式会社セ
レスポ設立。平成10年株式会社小豆島国際ホテル 代表取締役。平成13年小豆島土
庄町長、18年ビジネス総合研究所代表、19年早稲田大学総長室参与、20年早稲田大
学招聘研究員。28年ワイズ総研代表理事就任。早稲田大学応援部吹奏楽団在席中の
昭和40年にコンバットマーチを作詞・作曲、そのロングヒットにより音楽著作権協
会正会員になっている。実兄と設立した株式会社セレスポは平成6年にJASDAQ市場
に店頭公開させている。大の旅行家で2年かけて世界一周を経験し、シルクロードも
踏破。『島耕作シリーズ』で有名な漫画家・弘兼憲史氏と親交が深く、『加冶隆介の
儀』17巻に実名・自衛官役でゲスト出演。

一般社団法人 横浜経営者倶楽部 代表理事

飛山 晴彦

野村證券入社、その後ソフトバンクに入社、孫正義氏、北尾吉考氏の元で株式公開2回経験後、ソフ
トバンク・テクノロジーCFO、ソフトバンク ・ フロンティア証券(現SBI証券)代表取締役、SBIホー
ルディングス本体の執行役員で1500億のファンドで未公開企業投資、株式公開を通算4回経験する公
開のプロフェッショナル。
豊富な経験と人脈を強みに、日本の企業の成長と成功に尽力するため、横浜経営者倶楽部代表理事に
就任。

一般社団法人 横浜経営者倶楽部 理事 酒井 真史
住友生命保険相互会社 特別顧問。
住友生命入社、 約３８年勤務 。 この間、営業現場 から本社人事部門を含め 管理部門、販売部門等
幅広い職務を経験 。 本社課長、 支社長、本社部長、執行役員、 役員を経て現在に至る。 特に子会
社であるいずみライフデザイナーズ 及びスミセイビルマネージメント社長就任がとても貴重な経験
であり、現在横浜経営者倶楽部の活動に活かされている。慶応義塾大学卒

【協賛企業様のご紹介】
経済産業省 国土交通省 農林水産省 厚生労働省 承認

協同組合 ワイズ総研

https://www.wisenet.org/

「全国型異業種交流会」に加え、ビジネスの第一線で活躍された賢者（WISE MAN）集団で構成された顧問団が、こ
れから成長成功したい企業と協同で問題解決に取り組み、新たな価値を生み出していく。またワイズ総研の特色でも
ある大企業から中堅中小企業で活躍するビジネスマン、ベテラン経営者、更には学生まで幅広い範囲で人と人との出
会いを活性化させ、交流を深めている。

IPP国際特許事務所

https://www.ippjp.com/

これまで多くの企業のIPOを知財面から支援した実績がある。権利化だけでなく、競合他社の知財分析や
発明発掘、知財体制構築に力を入れている。知財業務で「勝ち組企業」に変える知財戦略コンサルティングを強みと
した国際特許事務所。各種協会、企業、大学でのセミナー講演150回以上
所長 プロフィール https://ippjp.com/matsushitaprofile.pdf

総合保険コンサルタント

株式会社協同プランナー

https://www.hokennet.co.jp/

協同プランナーならではの強みは、これまでの保険の流れを一元化し、最適な保険と、保険に関連したサービスを
企業およびご家庭に提供、最も重要なパートナーであることを目指している。

http://www.steps-p.jp/
税理士法人
ステップスパートナーズ
東京·赤坂および横浜を拠点にする税理士法人。付加価値の高いサービスを提供することでお客様の企業価値を高め、
そしてそのことで弊社及び弊社のメンバーの価値を高めていくことを経営理念としている。

セミナー概要
セミナー
について

企業を成長させるソフトバンク 孫 正義 流 企業成長セミナー第４弾
主催：一般社団法人 横浜経営者倶楽部
協賛：協同組合 ワイズ総研 / IPP国際特許事務所 /
株式会社協同プランナー / 税理士法人ステップスパートナーズ

セミナー講師

◆【ゲストスピーカー】協同組合ワイズ総研

代表理事 三木 佑二郎 氏

◆一般社団法人 横浜経営者倶楽部 代表理事 飛山 晴彦／理事 酒井 真史
日時

２０２２年３月１４日（月）１７時～１９時
※入室は15分前16：45から可能です。
※終了時刻は若干前後することがあります。

参加方法

WEB会議システムZoomにて開催
※操作方法はこちらをご覧ください。
※参加のためのZoom URLは、後日メールへ送らせていただきます。

対象

・事業を伸ばしたい中小企業経営者やその企業の方
・ビジネスマッチングに関心のある企業
・営業支援を希望される企業

参加費用

無料

当日タイム
スケジュール仮

◇ １７：００～はじめに
案内事項

◇ １７：０５～１７：３０
『企業を成長させるソフトバンク孫正義流
ビジネスマッチングのすすめ』
一般社団法人 横浜経営者倶楽部 代表 飛山 晴彦

◇ １７：３０～１８：００
『したたかに生き抜く経営』
協同組合ワイズ総研 代表理事 三木 佑二郎 氏

・・・休憩約５分・・・
◇ １８：０５～ 協賛企業様ご挨拶
IPP国際特許事務所 様
株式会社協同プランナー 様
税理士法人 ステップスパートナーズ

様

◇質疑応答
◇ １８：４５～１９：００

終了

※お時間は若干前後することをご了承ください。
※セミナー内容や講師が変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お申込みから当日の流れまで

STEP

セミナー参加の申し込み

ホームページの場合 https://www.
FAXの場合 5ページ目に申込フォームがあります。ご記入の上送信ください。

期限 :３ /１０（木）正午１２時

STEP

視聴のための案内メールが届きます

参加される方へ以下の内容のメールが届きます。
〇Zoom URL
メール本文に記載されているZoom URLからアクセスしていただきます。
開始の15分前から入室できます。

〇PDFセミナー資料
本文に記載されているURLよりダウンロードお願いします。

STEP

３/１１（金）

事前にご準備いただくこと

① STEP②でのログインとPDF資料
② （必要であれば）筆記用具
③ （必要であれば）イヤフォン
④ インターネットと通話可能な環境
※質疑応答の時間がございますので電話程度の音声環境をお願いいたします。

STEP

Zoomに入室し、セミナー受講

STEP②のメールで記載されたたURLをクリック、またはURLをコピーし
WEBのアドレスバーにペーストZoomのシステムダイアログが表示されたら[Zoomミー
ティングを開く]をクリックして下さい。
ダイアログが表示されない場合は、画面の指示に従い、
[Zoomをダウンロードして実行]を選択して下さい。
３/１４（月）１７時 ～
※Zoomの使い方
※ 16：45から入室できます。

STEP

ご不明な点はお気軽にご連絡ください

〇視聴方法などテクニカルなこと
〇セミナー内容について事前に知りたいことがある
〇その他。。。

窓口担当：

FAX用お申込みフォーム
ご記入の上送信ください。 FAX番号

045-227-113

『ビジネス支援セミナー第４弾』
お名前
会社名
部署

メールアドレス
所在地
お電話

アンケート

① 今の会社をもっと成長させたいですか？
はい
いいえ
わからない
② 横浜経営者倶楽部の正会員になって頂き、ビジネスマッチングサイトに
登録頂けますか？
はい
いいえ
今後検討したい
③ 前回好評だった事業計画書簡易版（無料）で御社の事業計画を作成して
みませんか？
はい
いいえ
今後検討したい

④ 知的財産に関して無料相談をしてみたいですか
はい
いいえ
わからない
⑤ 貴社の知的財産（特許、商標など）や模倣に関する課題を教えてくださ
い。

⑤このセミナーのことをどちらでお知りになり申し込まれましたか
□ 横浜経営者倶楽部の案内から
□ ワイズ総研の案内から
□ IPP国際特許事務所の案内から
□ 株式会社協同プランナーの案内から
□ 税理士法人 ステップスパートナーズの案内から
□ セミナー情報サイトから
□ フェイスブックなどSNSから
□ その他

