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シェアードサービス業界に
おける人脈及び情報の
『ハブ ＆ スポーク』

シェアードサービス
研究交流会議
シェアードサービス
研究交流会議

以下のいずれかの方法によりお申込み頂けます。
（1）Web：以下のとおり弊会ホームページよりお申込み頂けます。
　　　　　　　　   → ［ 異業種研究交流会 ］ → ［ 第19期 シェアードサービス研究交流会議 ］

※1 お一人様あたりの金額となります。
※2 分割払いやお支払い時期などご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
※3 合宿研究会・メンバー企業視察研修会などの特別会合や夕食意見交換会などにご参加の際には、
 別途費用のご負担となります。予めご了承ください。
※4 参加費に※3を含めたパック料金もございます。（別途ご案内致します）

参 加 要 領参 加 要 領
正会員 240,000円＋消費税 一  般 275,000円＋消費税

シェアードサービス（以下SS）業界における管理職（実務家）（役員、部長、課長、マネジャーなど）の方々が一堂に会し、『人脈』の形成
（異業種各社のＳＳ経営者・管理職（実務家）、専門家、コンサルタント、ＢＰＯベンダーなど）及び『情報』の交換（他社事例・具体的数値
等の情報共有によるベンチマーク、各種アンケート、個別のヒアリングなど）を目的とした『場』（ハブ＆スポーク）です。

https://www.bri.or.jp

2019年6月17日（月）スタート新規メンバー募集のご案内

●国際社会における政治・経済環境の激変、グローバルにおける価格競争の激化、ＲＰＡ（Robotic Process Automation）（デジタルレイバー
(DigitalLabor)）・コグニティブの登場→活用、人工知能（ＡＩ：Artificial Intelligence）の進化により、人事・経理/財務/税務・総務・調達・情報システムなどの
本社機能、管理 間接業務機能、シェアードサービス（以下SS）機能は、今後数年で変革の時を迎えます。 本会議では、本社機能改革、管理 間接業務機能改革、
シェアードサービス担当の管理職（実務家）（役員/センター長、部長、課長、マネジャーなど）を対象に、本社機能、管理 間接業務機能、シェアードサービス機能
における改革・改善（集約化・可視化・分析・標準化・効率化・単純化・低コスト化、ＲＰＡ・コグニティブ（及びＡＩ）の活用、働き方改革・長時間労働対策・ワークライ
フバランス・ダイバーシティ・在宅勤務の活用、レピュテーション、本社機能会社化、ＢＰＯ検討など）をテーマとしております。 メンバー主体のグループ研究交流
活動を特色としており、他社事例や生きた数値情報の共有、ベンチマーク指標やオフレコ情報の交換等を通じて、「自社だけでは解決できない悩みが解消できる」
会合です。 業種を超えたメンバー同士のネットワーク構築の場として、本社機能会社・管理 間接業務機能会社・SS会社の経営者・管理職、RPA・AI等の専門家、
コンサルタント、アウトソーサー等との人脈形成の場として、本会議をご活用頂けましたら望外の喜びでございます。

第19期 シェアードサービス研究交流会議 第1回例会  

第１回例会は、雰囲気をご覧頂くため、
ご入会ご検討中の方も、
無料で体験参加頂けます。第19期

開催にあたって開催にあたって

（2）担当者へのメール：以下を明記の上、担当：上永野 E-mail : kaminagano@bri.or.jp までご連絡下さいませ。
①会社名　②所在地　③お名前　④ご所属　⑤お役職　⑥TEL　⑦FAX　⑧E-mail　⑨正式入会or体験参加

企業研究会   検索

Shared Service

2019年6月17日（月）13:00～ 於：明治記念館（東京都港区）

第19期 開設記念講演

株式会社ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏
「 生きている会社、死んでいる会社 」

2019年6月～2020年３月（3回のメンバー企業 / ニアショア視察研修会、2回の合宿研究会含む合計11回を予定） 

学士会館（東京/神保町駅他） ほか都内会議室

慶應義塾大学 商学部 教授、武蔵野大学 客員教授、公認会計士  園田 智昭 氏 

１．本社機能 ・ コーポレート機能会社、シェアードサービス会社の管理職（実務家）（役員、部長、課長、マネジャーなど）
２．本社部門方式の本社機能部門 ・ コーポレート機能部門、シェアードサービス部門の管理職（実務家）（部長、課長、マネジャーなど）

研究協力委員

本会議の特徴

運営幹事 ※順不同。 増員予定でございます。
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長  田村 孝志 氏
㈱ＪＴビジネスコム 企画グループ マネージャー  小幡 一瑛 氏
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 調達推進部 主幹  根本 慎一郎 氏
㈱ダイハツビジネスサポートセンター 事業構築部長  上田 純一 氏
DSPビジネスパートナーズ㈱ 企画室長  塩飽 康訓 氏
㈱テクノネット 取締役執行役員 ビジネスサポートセンター長  谷村 展宏 氏
テルモビジネスサポート㈱ 課長  向谷 美穂 氏
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課統括  山田 聡 氏
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室長  藤原 浩之 氏

１、  マネジメント・実務に即した実践的なご講演やご発表により管理間接部門改革及びシェアードサービスに
 関する最新情報の収集ができ、さらに後半の分科会活動や合宿研究会等でシェアードサービス実務担当者
 同士のネットワークを通じて、自社およびご自身が抱えている課題解決への糸口が見つかります。
２、  分科会活動、さらにメンバー限定のメーリングリストをご利用いただくことにより、会計・税務処理上のお悩み・
 人事労務管理問題・ＲＰＡの活用状況などベンチマークや実務上の対応策についてご相談したいとき、
 タイムリーにダイレクトにアドバイスや解決へのヒントが得られます。

運営要領運営要領

原則 毎月1回開催（6月は2回開催） 金曜日 13：30 ～ 17：00

シェアードサービス先進企業の経営者・実務家及び専門家によるゲスト講演
または メンバー企業事例発表を通じた実践的な実務知識の習得。
分科会活動  ※ 分科会活動とは、 本会議参加メンバーがご希望する研究テーマ別に
      グループ（8～10名）をつくり、３月まで研究を行って頂くグループ交流活動のことです。 

前半

後半

分科会活動
［ 2.0h ］

■ 選択した研究テーマにつき、
　 分科会ごとの自主的な研究活動 
■ ご参加企業同士の情報交換
 　（他社事例、ベンチマークなど） 
■ 実務家同士の人脈形成 

後半

講演
［ 1.5h ］

■ 講演 または 発表を受け、
　 質疑応答や意見交換 
■ マネジメント及び実務について
　 課題を共有し、解決策を模索 

前半

※第１回例会は明治記念館で開催致します。

13:30 15:00 17:00

開催期間
開催日時
会　場

参加対象 　

例会内容

運営体制

例会の
運営モデル例

お申込み
お問い合わせ

会　費

申込方法

第1回例会は、雰囲気をご覧頂くためご入会ご検討中の方も、無料で体験参加頂けます。体験参加
第2回以降の例会内容は、中面をご覧ください。 第2回以降の例会内容は、中面をご覧ください。 

2019年6月17日（月）13:00～

第19期 シェアードサービス研究交流会議 第1回例会  

  略  歴

株式会社ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏
「 生きている会社、死んでいる会社 」

早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士（MBA）。 三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。 欧州系最大の戦略コンサル
ティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングに従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサル
ティングとして高い評価を得ている。 株式会社良品計画社外取締役。ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。
主な著書に『現場力を鍛える』、『見える化』、『ねばちっこい経営』 、『現場論』、『生きている会社、死んでいる会社』、『「ホットケーキの神さまたちに」に学ぶビジネスで
成功する10のヒント』（いずれも東洋経済新報社）、『「日本品質」で世界を制す！』、『伸び続ける会社の「ノリ」の法則』、『令和の現場力』（いずれも日本経済新聞出版社）、
『日本企業にいま大切なこと』、『LFP』、『五能線物語』（いずれもPHP研究所）、『未来のスケッチ』、『新幹線お掃除の天使たち』（いずれもあさ出版）、『経営戦略の教科書』、
『現場力の教科書』（いずれも光文社）、『言える化』（潮出版社）、 『課長力』（朝日新聞出版）、 『賢者のリーダーシップ』（日経BP社）、などがある。
『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の『2004年読者が選ぶベストブック』の第1位に選ばれた。『見える化』は2006年（第6回）日経BP・BizTech図書賞を受賞。
・遠藤功ホームページ：http://www.isaoendo.com ・現場千本ノック-現場力を追い求めて-：http://gemba-sembonknock.com



開催日 プログラム

※ 上記は変更の可能性がございます。予めご了承下さい。

開催月 プログラム

※上記会社名、ご所属・お役職等はご講演・ご発表当時のものです。

※順不同。 上記会社名、ご所属・お役職等はご参加当初のものです。 ※期間中ご異動等されたメンバーにつきましても記載してございます。

■ Ａグループ(人事部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「私たちがデザインする近未来のＳＳＣ」
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 人事センター 人事Ｇ
㈱電通マネジメントサービス 人事業務推進部 人事サポート課 マネージャー
西鉄人事サービス㈱ 事務事業部 事務センター 主任
日本板硝子ビジネスサポート㈱ 企画管理部
㈱ヤマハビジネスサポート 人事業務部 給与グループ 課長代理
ＹＫＫビジネスサポート㈱ 人事総務業務部 給与業務グループ
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ HRソリューション事業部ビジネス推進部門ビジネス推進担当 課長

■ Ｂグループ(人事部門の方々を中心に構成)
★研究協力委員・特別賞★
● 研究テーマ：「シェアードサービスの職場のみんなが幸せになるために～私たちが実践した４つのアプローチ～」
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室 室長
㈱シーズ・スリー 人事サービスセンター 人事サポートルーム グループリーダー
㈱ＪＰビジネスサービス シェアードサービスセンター オフィスサポートグループ 課長
資生堂アステック㈱ 定期外勤グループ グループリーダー
相鉄ビジネスサービス㈱ シェアードサービスグループ人事給与担当 第3給与ユニット 課長
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 人事推進部 採用研修グループ 主査
㈱ＬＩＸＩＬビジネスサービス 人事シェアード事業部 事業部長
日本原燃㈱ 経営本部 人事部 人財活性グループ 副長

■ Ｃグループ(人事部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「やる気の探訪～心を動かすマネジメントでＳＳＣをイノベーティブな集団へ～」
大和ハウス工業㈱ 人事部 シェアードサービスセンター 上席主任
㈱味の素コミュニケーションズ 人事業務部
㈱京王ビジネスサポート 給与受託グループ 統括マネージャー
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター
シオノギ総合サービス㈱ 人事本部 海外モビリティ サブグループ長
㈱日立マネジメントパートナー 人事ソリューション本部 ＰＲサービス部 担当部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 統合ビジネスサービス本部 ＦＦサービス統括部 人事サービスセンター 厚生グループ長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室
㈱ＬＩＸＩＬビジネスサービス 人事シェアード事業部 事業戦略グループリーダー
小林製薬㈱ 業務改革センター 業務支援部 給与グループ

■ Ｄグループ(経理・財務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「可視化をベースにしたＳＳＣのあるべき姿」
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部 グループ経理サービス部 部長代理
ＮＴＴデータマネジメントサービス㈱ アカウンティング事業部 主任
コカ･コーラボトラーズジャパン㈱ 同統括部 ファイナンスサービス債務/財務会計部 債務管理課長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 財務センター 資金決済Ｇ
住友重機械ビジネスアソシエイツ㈱ 取締役 財務経理部長
㈱電通マネジメントサービス 営業費業務部 部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 経理シェアード部 統合経理センター税務グループ
ヤマトマネージメントサービス㈱ 業務オペレーション部長

■ Ｅグループ(経理・財務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「ＳＳＣで『さあ、やってみよう』」
㈱テクノネット 取締役執行役員 ビジネスサポートセンター センター長
キリンビジネスエキスパート㈱ 経理サポート部決算担当 課長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 経理センター 経理１Ｇ
㈱シーズ・スリー 会計サービスセンター Ｇ会社会計サポートルーム マネージャー
東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ アカウンティング業務部 経理業務受託課 課長補佐
ハウスビジネスパートナーズ㈱ 会計サポート事業部 ユニットマネージャー
㈱バンダイナムコビジネスアーク 理財務部 連結チーム
㈱ヤマハビジネスサポート ビジネス開発事業部 経理業務部 営業経理グループ 課長代理
ＹＫＫビジネスサポート㈱ 経理業務部 会計・固定資産グループリーダー

■ Ｆグループ(総務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「『ＳＳＣ総務は会社のコンダクター』～今こそ総務から奏夢へのバージョンアップを～」
テルモビジネスサポート㈱ 課長
ＳＧエキスパート㈱ 管理部 シニアマネジャー(部長)
花王ビジネスアソシエ㈱ ビジネスサポートセンター 事務サービスグループ
サンデン・ビジネスエキスパート㈱ 総務部 人事部 総務部長 人事部長
㈱ＪＦＲサービス 事務事業部 事務サポート統括部
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 総務推進部 ファシリティグループ 主査
㈱ダイハツビジネスサポートセンター 施設事業部
㈱バンダイナムコビジネスアーク 総務部 アシスタントマネージャー
㈱ヤマハビジネスサポート 総務事業部 営業総務部 東京事務所 課長代理

■ Ｇグループ(企画部門の方々を中心に構成)
★第18期 シェアードサービス研究交流会議・最優秀研究賞★
● 研究テーマ：「ひとりよがり！？ ＳＳＣにおける期待ギャップ」
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員
㈱味の素コミュニケーションズ 経営企画部 専任部長
㈱インテージ・アソシエイツ 経営企画部 企画・人事グループ
㈱内田洋行ビジネスエキスパート 経営管理部
コカ･コーラボトラーズジャパン㈱ 同統括部 移行管理&チェンジマネジメント課 課長
ＪＸビジネスサービス㈱ プロジェクト推進室
DSPビジネスパートナーズ㈱ 企画室長
㈱ＴＭＪ 営業本部 営業支援部 営業推進課 推進G BPR・BPOシニアコンサルタント
東京電力ホールディングス㈱ オフィスサービスセンター 社宅・厚生グループ
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課 課統括
㈱阪急阪神ビジネスアソシエイト ヒューマンリソース事業部 シニアマネージャ
ヤマトマネージメントサービス㈱ 経営管理部 経営管理課 課長

研究協力委員 慶應義塾大学 商学部 教授・公認会計士

■ Ｈグループ(企画部門の方々を中心に構成)
★シェアードサービス経営者会議・特別賞★
● 研究テーマ：「これからのＳＳＣのトリセツ～『与えるＳＳＣ』になりたいな～」
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 調達推進部　主幹
㈱ＩＨＩ　グループ業務統括室 サービス・オペレーショングループ 担当部長
ケイ・システム㈱ 労務総務受託事業部
㈱ＪＴビジネスコム 企画グループ マネージャー
㈱ダスキン 経営企画部 副参事
中部電力㈱ ビジネスソリューション・広報センター 総括グループ 課長
東宝㈱　経営企画部 部長
日鉄住金物産ビジネスサポート㈱ 関連業務部 担当部長
ヤマハ発動機マネジメントサービス㈱ 人事業務部

■ Ⅰグループ（経理・財務部門の方々を中心に構成） ※RPA・AIを中心に研究
● 研究テーマ：「Ｃｈａｎｇｅ Ｗｏｒｋ Ｓｔｙｌｅ ｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ
    ～ＲＰＡの研究から見えて来た、人とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙの融合～」
東芝アカウンティングサービス㈱ ＧＬ・ＴＡＸ業務部　部長
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部 BU経理サービス部 シニアエキスパート
新日鐵住金㈱ 財務部 制度・システム企画室 主幹
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 経理推進部 経理第一グループ 主査
宝ホールディングス㈱ 経理・シェアードサービス部 シェアード戦略課 専任課長
㈱西鉄アカウンティングサービス 取締役 アカウンティング事業部長 兼 業務部長

前期（第18期）ご参加企業実績 ［61社81名］

第19期 シェアードサービス研究交流会議 ・ スケジュール第1９期 シェアードサービス研究交流会議 ・ スケジュール 前期（第18期）の活動実績前期（第18期）の活動実績

前期（第18期）ご参加企業実績 ［61社81名］

分科会集中討議 ・３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議第10回／2月
於：学士会館

第18期 開設記念講演 「幸福学×経営学 ～幸せでイノベーティブな組織とは！？～」
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 研究科委員長・教授  前野 隆司 氏

第1回／６月
於：明治記念館

視察研修会

合宿研究会

「朝日酒造株式会社」の見学

《合宿研究会》 

・メンバー各社同士によるシェアードサービス事例の紹介、課題・目標等の共有  ・各分科会メンバーの確定、分科会ごとに年間研究スケジュールの決定

特別講演 「２０１８年 シェアードサービスのステージごとの特徴と課題 」
慶應義塾大学 商学部 教授、公認会計士  園田 智昭 氏第2回／６月

於：あてま高原
ホテルベルナティオ

前期（第17期）
分科会研究成果
要旨発表会

《 前期Ｇグループ 》 「総務業務でのＲＰＡの活用について～総務でもＲＰＡ始めました！～」
小林製薬㈱ 業務改革センター 業務支援部長  小田桐 佳也 氏
《 前期Ｃグループ 》 「不安な個人立ちすくむＳＳＣ～大きな発想の転換や思い切った選択でＳＳＣの未来を考えよう」
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員  牧 重徳 氏
《 前期Ｈグループ 》 ★第１７期 シェアードサービス研究交流会議・最優秀研究賞★ ★シェアードサービス経営者会議・特別賞★
「シェアードサービスの社員は幸せなのか！？（ＳＳＣの幸福度と働き方改革）」
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課 課統括  山田 聡 氏
㈱ＴＭＪ　営業本部 営業支援部 営業推進課 推進Ｇ ＢＰＲ･ＢＰＯシニアコンサルタント  渥美 具彦 氏
㈱ＪＴビジネスコム　企画グループ マネージャー  小幡 一瑛 氏　　　　　　　　　　　　　　　　 ※発表順

《 前期Ａグループ 》 「グループ内シェアードだからこその存在意義」
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター長  後藤 アキ子 氏
《 前期Ｅグループ 》 「経理業務を軸としたＲＰＡ導入について～『ＲＰＡ導入による次世代に繋げる経理シェアードへの考察』～」
東芝アカウンティングサービス㈱ ＧＬ・ＴＡＸ業務部長  尾木 一信 氏
《 前期Ｂグループ 》 「『ＳＳ大学』構想と実践～HumanResources Leading to the FUTURE～」
《 前期Ｆグループ 》 「２０３０年ＳＳＣの旅」
テルモビジネスサポート㈱ 課長  向谷 美穂 氏
《 前期Ｄグループ 》 「働きがいのある経理シェアードサービスを目指して～各側面における注力ポイントの考察～」
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長  田村 孝志 氏

第3回／７月
於：浜離宮ガーデンカンファレンス

分科会研究成果
発表会

・各グループによる約１年間の研究交流活動成果の発表
《Ａグループ》「私たちがデザインする近未来のＳＳＣ」
《Ｂグループ》「シェアードサービスの職場のみんなが幸せになるために～私たちが実践した４つのアプローチ～」
《Ｃグループ》「やる気の探訪～心を動かすマネジメントでＳＳＣをイノベーティブな集団へ～」
《Ｄグループ》「可視化をベースにしたＳＳＣのあるべき姿」

《Ｅグループ》「ＳＳＣで『さあ、やってみよう』」
《Ｆグループ》「『ＳＳＣ総務は会社のコンダクター』～今こそ総務から奏夢へのバージョンアップを～」
《Ｇグループ》「ひとりよがり！？ ＳＳＣにおける期待ギャップ」
《Ｈグループ》「これからのＳＳＣのトリセツ～『与えるＳＳＣ』になりたいな～」
《 Ⅰグループ 》「Ｃｈａｎｇｅ Ｗｏｒｋ Ｓｔｙｌｅ ｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ ～ＲＰＡの研究から見えて来た、人とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙの融合～」  ※発表順

《第18期シェアードサービス研究交流会議・分科会研究成果発表会》

第11回／3月
於:ベルサール半蔵門

グループディスカッション
Ⅰ．（間接材）調達業務に関するシェアードサービスの情報交換会
Ⅱ．海外人事労務業務に関するシェアードサービスの情報交換会
Ⅲ．ハウスエージェンシー業務に関するシェアードサービスの情報交換会 （グループ内の広報、広告、販促活動を担当する広告代理店・制作業務）

《シェアードサービス有志情報交換会（Ⅰ調達・Ⅱ海外人事労務・Ⅲハウスエージェンシー）》 
【有志】／2月
於：アイビーホール

グループディスカッション 「２０１８年 シェアードサービスをめぐる課題の整理 」 第１回女性部会[有志]／7月
於：学士会館

合宿研究会 ・３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議

【有志】 特別視察研修会 「ココ・ファーム・ワイナリー ‒こころみ学園のワイン醸造場」の見学

《合宿研究会》 第9回／1月
於：マロニエプラザ

-栃木県宇都宮産業展示館-

メンバー企業事例発表

「 日立グループの人事・財務の効率化施策について ～テレワーク、固定資産管理～ 」 
㈱日立マネジメントパートナー 取締役 事業企画本部長  山崎 哲郎 氏
㈱日立マネジメントパートナー 事業企画本部 経理部 部長  内田 正和 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス 企業システム事業部 第二企画システム本部 特別コンサルタント  田崎 秀幸 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス 営業本部 部長代理  岡本 二郎 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス サービス開発部 主管技師  猪狩 文仁 氏

ゲスト講演 「 ＷｏｒｋＦｕｓｉｏｎが描くデジタルオペレーションの未来 」 
ＷｏｒｋＦｕｓｉｏｎ ソリューションズコンサルタント  守屋 賢一 氏

第4回／８月
於：学士会館

特別講演

《シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同例会》 
「ＤａｔａＲｏｂｏｔ が切り開く、ＡＩビジネスの未来」  
ＤａｔａＲｏｂｏｔ,Ｉｎｃ. 　チーフデータサイエンティスト 物理学博士  シバタ アキラ 氏

・各分科会の進捗状況の共有分科会研究成果中間報告会

第5回／９月
於：ベルサール飯田橋駅前

メンバー企業事例発表 「セキスイビジネスアソシエイツ社における管理・間接業務機能効率化の取組」 
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員  牧 重徳 氏

《メンバー企業視察研修会》

視察研修会 セキスイハイム工業株式会社 東京事業所 工場生産ライン、セキスイハイムミュージアム、展示棟、ショールームの見学

第6回／10月
於：セキスイハイム工業株式会社

東京事業所

Ｏｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ， ＩＲＰＡ ＡＩ、　Ｗｏｒｋ Ｆｕｓｉｏｎ、Ｂａｎｋ ｏｆ Ｍｅｌｌｏｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ（Ｂｌｕｅ Ｐｒｉｓｍ Ｕｓｅｒ）、　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ａｎｙｗｈｅｒｅ　※順不同視察研修会

《第9回 海外（アメリカ/ニューヨーク ＲＰＡ・コグニティブ）視察研修会》  ※シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同開催
【有志】／10月

欧州三井物産㈱、 ＮＴＴ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ. 、Ｅｒｎｓｔ ＆ Ｙｏｕｎｇ ＬＬＰ、 Ｂｌｕｅ Ｐｒｉｓｍ（ＡＧＥＡＳ保険、ＨＳＢＣ銀行）、 Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ Ｌｅｓｌｉｅ Ｗｉｌｌｃｏｃｋｓ　※順不同視察研修会

《第10回 海外（イギリス/ロンドン Global Business Services、Digital Workforce）視察研修会》  ※シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同開催
【有志】／12月

メンバー事例発表

《第２回 ＲＰＡ・ＡＩ活用事例・情報交換会》 

【有志】／12月

メンバー企業事例発表 「オリックス・ビジネスセンター沖縄のご紹介‐」
オリックス・ビジネスセンター沖縄㈱　業務編成部 IT企画チーム 兼 第三事業部 マネージャー  松田 貴久美 氏

《ニアショア視察研修会》 

《ＢＰＯ視察研修会[有志]》 

視察研修会 「オリックス・ビジネスセンター沖縄・旭町事業所」の見学会

視察研修会

ゲスト講演

「トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるま」の見学会

「トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるまのご紹介」 
トランスコスモス㈱ 常務執行役員  内村 弘幸 氏

第7回／11月
於：沖縄県男女共同参画センター（てぃるる）

於：オリックス・ビジネスセンター沖縄・旭町事業所
於：トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるま

ゲスト講演
「ＩＴ部門が働き方を変える　間接業務改革への挑戦と実践～住友林業情報システムがＲＰＡに挑むわけ～」
住友林業情報システム㈱ 執行役員 ＩＣＴビジネスサービス部長 兼 インフラシステム部長  特手 一洋 氏
住友林業情報システム㈱ ＩＣＴビジネスサービス部 シニアマネージャー  成田 裕一 氏

第8回／12月
於：ＴＫＰガーデンシティ幕張

（アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張４８F）

於：ベルサール九段

○ ㈱ＪＦＲサービス 「内製化こうやったらこうなった」
○ ㈱電通マネジメントサービス 「電通マネジメントサービスのおけるＲＰＡ活用の取り組み」
○ ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 「テクノロジー活用による高度化サービスの取り組み紹介」
○ ㈱日立マネジメントパートナー 「ＲＰＡ活用による働き方改革への挑戦」

○ ㈱ヤマハビジネスサポート 「ＲＰＡ活用の取組み」
○ ㈱ＪＴビジネスコム 「ＪＴビジネスコムにおけるＲＰＡ活用事例のご紹介」
○ エヌ･ティ･ティ･ビジネスアソシエ㈱ 「ＮＴＴビジネスアソシエグループにおけるＲＰＡ活用事例のご紹介」
○ 大和ハウス工業㈱ 「大和ハウス工業におけるＲＰＡ活用の取組み」

合宿研究会
● メンバー各社同士による管理・間接業務機能改革事例・シェアードサービス事例の紹介、課題・目標等の共有
● 各分科会メンバーの確定、分科会ごとに年間研究交流スケジュールの決定

於：当間高原 ベルナティオ（新潟県十日町市）

第2回 ６月21日（金）
22日（土） 「 2019年 シェアードサービスのステージごとの特徴と課題 」（仮）特別講演

[ 略歴 ] 慶應義塾大学商学部教授、武蔵野大学客員教授、博士（商学）、公認会計士。 1991年 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程
単位取得。2006年より慶應義塾大学商学部教授。 総務省契約監視会委員。 著書に『シェアードサービスの管理会計』(中央経済社、2006
年）、『イノベーションと事業再構築』（共著、慶應義塾大学出版会、2006年）、『原価・管理会計入門』（共著、中央経済社、2010年）。

慶應義塾大学 商学部 教授、 武蔵野大学 客員教授、 公認会計士  園田 智昭 氏

園田 智昭 氏

内田 浩幸 氏

夕食意見交換会

第8回 12月13日（金）

第7回 11月8日（金）

● 分科会活動 夕食意見交換会キリンビール 横浜工場の見学

第3回 於：都内近郊 ● 前期（第18期）メンバーによる前期（第18期）分科会研究成果発表会の要旨の解説〈 前期（第18期）分科会研究成果要旨発表会 〉7月12日（金）

分科会研究成果中間報告会 講演・発表 ※調整中
シェアードサービス経営者会議 及び シェアードサービス研究交流会議・合同例会 於：都内近郊

夕食意見交換会

第6回 10月10日（木）
11日（金）

㈱TMJ・札幌第1センターなどの見学メンバー企業視察研修会

メンバー企業事例発表

ニアショア視察研修会Ⅰ ニアショア視察研修会Ⅱ

ゲスト講演

「日立グループにおける従業員向け人事コールセンタの運用について」（仮）

「給与計算フルアウトソーシング ～業務効率化のための取組とシェアードサービスとの親和性～」（仮）

日立グループコールセンタなどの見学 （※パソナグループのビーウィズ㈱に業務委託） 於：札幌市内、㈱ぺイロール・北海道BPOセンター ※予定

夕食意見交換会

第19期 開設記念講演 於：明治記念館(東京都港区)

「 生きている会社、死んでいる会社 」
㈱ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏

「 コーポレートの機能高度化とシェアードサービスの新たな役割 」
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 常勤監査役  小畑 哲哉 氏

遠藤 功 氏

情報交換会

名刺交換会

夕食意見交換会

ゲスト講演・問題提起

[略歴] 昭和55年 東京大学経済学部卒業、昭和55年 日本電信電話公社入社、昭和59年 通商産業省産業政策局産業組織政策室出向、昭和61年 日本電信電話株式会社復帰（労働部医務課医務係長）、平
成5年 NTTリース出向、平成8年 再編成室担当課長、平成11年 NTT（持株会社）第四部門税務担当部長、平成14年 NTTビジネスアソシエ取締役アカウンティング事業部長、平成22年 NTT東日本神奈川
支店長、平成23年 NTT東日本取締役神奈川支店長、平成25年 NTTビジネスアソシエ常務取締役企画総務部長、平成28年 NTTビジネスアソシエ代表取締役常務企画総務部長

[略歴] 早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士（MBA）。 三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。 欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド
・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングに従事。 戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。 株式会社良品計画社外取締役。ＳＯＭＰＯ
ホールディングス株式会社社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。 主な著書に『現場力を鍛える』、『見える化』、『ねばちっこい経営』 、『現場論』、『生きている会社、死んでいる会社』、 『「ホットケーキの神さまた
ちに」に学ぶビジネスで成功する10のヒント』（いずれも東洋経済新報社）、『「日本品質」で世界を制す！』、『伸び続ける会社の「ノリ」の法則』、『令和の現場力』（いずれも日本経済新聞出版社）、『日本企業にいま大
切なこと』、『LFP』、『五能線物語』（いずれもPHP研究所）、『未来のスケッチ』、『新幹線お掃除の天使たち』（いずれもあさ出版）、『経営戦略の教科書』、『現場力の教科書』（いずれも光文社）、『言える化』（潮出版社）、 
『課長力』 （朝日新聞出版）、 『賢者のリーダーシップ』（日経BP社）、などがある。 『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の『2004年読者が選ぶベストブック』の第1位に選ば れた。『見える化』は
2006年（第6回）日経BP・BizTech図書賞を受賞。・遠藤功ホームページ：http://www.isaoendo.com ・現場千本ノック-現場力を追い求めて-：http://gemba-sembonknock.com

メンバー企業事例発表

「キリンビジネスエキスパートにおけるシェアードサービスの取組」（仮）
於：キリンビール 横浜工場（神奈川県横浜市）

キリンビジネスエキスパート㈱ 総務企画部 部長  谷猪 秀和 氏

㈱日立マネジメントパートナー 取締役  山崎 哲郎 氏

㈱ぺイロール 代表取締役社長 兼 CEO  湯淺 哲哉 氏 ※予定

視察研修会

第4回 8月23日（金） 講演・発表  ※調整中 於：都内近郊 ● 分科会活動 夕食意見交換会

第5回 9月13日（金）

分科会集中討議 ● ３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議於：学士会館（東京都千代田区）第10回 ２月14日（金）

分科会研究成果発表会 ● 各分科会による約１年間の研究交流活動成果の発表於：未定 解散式 （夕食意見交換会）第11回 ３月13日（水）

合宿研究会 ● 分科会活動 夕食意見交換会於：未定第9回 2020年１月24日（金）、25日（土）

2019年
６月17日（月）第1回

於：佐川急便株式会社・東京本社（東京都江東区）メンバー企業事例発表

「ＳＧエキスパートにおけるシェアードサービス事業（総務、人事、経理）とＡＩ－ＯＣＲの取組事例のご紹介」（仮）

● 分科会活動 夕食意見交換会佐川急便（物流施設）の見学

ＳＧエキスパート株式会社 代表取締役社長  内田 浩幸 氏

視察研修会

[ 略歴 ] 平成２１年３月 ＳＧホールディングス株式会社 事業戦略担当 課長、平成２４年６月 同社 総務部 部長、平成２４年９月 同社 総務部 ゼネラルマネジャー、平成２５年
２月 同社 執行役員 総務担当、平成２５年３月 同社 執行役員 総務担当 兼 佐川林業株式会社 代表取締役社長、平成２７年３月 佐川急便株式会社 取締役、平成３１年４月 
ＳＧエキスパート株式会社 代表取締役社長（現職）

[ 略歴 ] 1993年3月 大阪大学 基礎工学部化学工学科卒業、1995年3月 大阪大学大学院 基礎工学研究科化学工学専攻修士課程修了、 1995年4月 キリンビール㈱入社 名古屋工場パッケージング担当、 1998年10月 同社 医薬事業本部大阪支店学術推進
担当、 2003年10月 同社 医薬カンパニー総務部総務担当、 2006年9月 同社 人事部人事担当兼務人材開発担当、 2007年3月 同社 人事部人事担当 主務、 2008年9月 同社 栃木工場総務担当 部長補佐、 2010年11月 同社 近畿圏統括本部総務部 担当
部長、 2012年1月 キリンビールマーケティング㈱ 近畿圏統括本部総務部 副部長、 2014年10月 キリンビール㈱ 北海道千歳工場総務広報担当 部長、 2017年10月 キリンビジネスエキスパート㈱ 総務企画部 担当部長、 2018年10月 同社 総務企画部 部長

谷猪 秀和 氏



開催日 プログラム

※ 上記は変更の可能性がございます。予めご了承下さい。

開催月 プログラム

※上記会社名、ご所属・お役職等はご講演・ご発表当時のものです。

※順不同。 上記会社名、ご所属・お役職等はご参加当初のものです。 ※期間中ご異動等されたメンバーにつきましても記載してございます。

■ Ａグループ(人事部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「私たちがデザインする近未来のＳＳＣ」
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 人事センター 人事Ｇ
㈱電通マネジメントサービス 人事業務推進部 人事サポート課 マネージャー
西鉄人事サービス㈱ 事務事業部 事務センター 主任
日本板硝子ビジネスサポート㈱ 企画管理部
㈱ヤマハビジネスサポート 人事業務部 給与グループ 課長代理
ＹＫＫビジネスサポート㈱ 人事総務業務部 給与業務グループ
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ HRソリューション事業部ビジネス推進部門ビジネス推進担当 課長

■ Ｂグループ(人事部門の方々を中心に構成)
★研究協力委員・特別賞★
● 研究テーマ：「シェアードサービスの職場のみんなが幸せになるために～私たちが実践した４つのアプローチ～」
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室 室長
㈱シーズ・スリー 人事サービスセンター 人事サポートルーム グループリーダー
㈱ＪＰビジネスサービス シェアードサービスセンター オフィスサポートグループ 課長
資生堂アステック㈱ 定期外勤グループ グループリーダー
相鉄ビジネスサービス㈱ シェアードサービスグループ人事給与担当 第3給与ユニット 課長
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 人事推進部 採用研修グループ 主査
㈱ＬＩＸＩＬビジネスサービス 人事シェアード事業部 事業部長
日本原燃㈱ 経営本部 人事部 人財活性グループ 副長

■ Ｃグループ(人事部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「やる気の探訪～心を動かすマネジメントでＳＳＣをイノベーティブな集団へ～」
大和ハウス工業㈱ 人事部 シェアードサービスセンター 上席主任
㈱味の素コミュニケーションズ 人事業務部
㈱京王ビジネスサポート 給与受託グループ 統括マネージャー
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター
シオノギ総合サービス㈱ 人事本部 海外モビリティ サブグループ長
㈱日立マネジメントパートナー 人事ソリューション本部 ＰＲサービス部 担当部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 統合ビジネスサービス本部 ＦＦサービス統括部 人事サービスセンター 厚生グループ長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室
㈱ＬＩＸＩＬビジネスサービス 人事シェアード事業部 事業戦略グループリーダー
小林製薬㈱ 業務改革センター 業務支援部 給与グループ

■ Ｄグループ(経理・財務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「可視化をベースにしたＳＳＣのあるべき姿」
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部 グループ経理サービス部 部長代理
ＮＴＴデータマネジメントサービス㈱ アカウンティング事業部 主任
コカ･コーラボトラーズジャパン㈱ 同統括部 ファイナンスサービス債務/財務会計部 債務管理課長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 財務センター 資金決済Ｇ
住友重機械ビジネスアソシエイツ㈱ 取締役 財務経理部長
㈱電通マネジメントサービス 営業費業務部 部長
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 経理シェアード部 統合経理センター税務グループ
ヤマトマネージメントサービス㈱ 業務オペレーション部長

■ Ｅグループ(経理・財務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「ＳＳＣで『さあ、やってみよう』」
㈱テクノネット 取締役執行役員 ビジネスサポートセンター センター長
キリンビジネスエキスパート㈱ 経理サポート部決算担当 課長
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 経理センター 経理１Ｇ
㈱シーズ・スリー 会計サービスセンター Ｇ会社会計サポートルーム マネージャー
東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ アカウンティング業務部 経理業務受託課 課長補佐
ハウスビジネスパートナーズ㈱ 会計サポート事業部 ユニットマネージャー
㈱バンダイナムコビジネスアーク 理財務部 連結チーム
㈱ヤマハビジネスサポート ビジネス開発事業部 経理業務部 営業経理グループ 課長代理
ＹＫＫビジネスサポート㈱ 経理業務部 会計・固定資産グループリーダー

■ Ｆグループ(総務部門の方々を中心に構成)
● 研究テーマ：「『ＳＳＣ総務は会社のコンダクター』～今こそ総務から奏夢へのバージョンアップを～」
テルモビジネスサポート㈱ 課長
ＳＧエキスパート㈱ 管理部 シニアマネジャー(部長)
花王ビジネスアソシエ㈱ ビジネスサポートセンター 事務サービスグループ
サンデン・ビジネスエキスパート㈱ 総務部 人事部 総務部長 人事部長
㈱ＪＦＲサービス 事務事業部 事務サポート統括部
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 総務推進部 ファシリティグループ 主査
㈱ダイハツビジネスサポートセンター 施設事業部
㈱バンダイナムコビジネスアーク 総務部 アシスタントマネージャー
㈱ヤマハビジネスサポート 総務事業部 営業総務部 東京事務所 課長代理

■ Ｇグループ(企画部門の方々を中心に構成)
★第18期 シェアードサービス研究交流会議・最優秀研究賞★
● 研究テーマ：「ひとりよがり！？ ＳＳＣにおける期待ギャップ」
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員
㈱味の素コミュニケーションズ 経営企画部 専任部長
㈱インテージ・アソシエイツ 経営企画部 企画・人事グループ
㈱内田洋行ビジネスエキスパート 経営管理部
コカ･コーラボトラーズジャパン㈱ 同統括部 移行管理&チェンジマネジメント課 課長
ＪＸビジネスサービス㈱ プロジェクト推進室
DSPビジネスパートナーズ㈱ 企画室長
㈱ＴＭＪ 営業本部 営業支援部 営業推進課 推進G BPR・BPOシニアコンサルタント
東京電力ホールディングス㈱ オフィスサービスセンター 社宅・厚生グループ
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課 課統括
㈱阪急阪神ビジネスアソシエイト ヒューマンリソース事業部 シニアマネージャ
ヤマトマネージメントサービス㈱ 経営管理部 経営管理課 課長

研究協力委員 慶應義塾大学 商学部 教授・公認会計士

■ Ｈグループ(企画部門の方々を中心に構成)
★シェアードサービス経営者会議・特別賞★
● 研究テーマ：「これからのＳＳＣのトリセツ～『与えるＳＳＣ』になりたいな～」
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 調達推進部　主幹
㈱ＩＨＩ　グループ業務統括室 サービス・オペレーショングループ 担当部長
ケイ・システム㈱ 労務総務受託事業部
㈱ＪＴビジネスコム 企画グループ マネージャー
㈱ダスキン 経営企画部 副参事
中部電力㈱ ビジネスソリューション・広報センター 総括グループ 課長
東宝㈱　経営企画部 部長
日鉄住金物産ビジネスサポート㈱ 関連業務部 担当部長
ヤマハ発動機マネジメントサービス㈱ 人事業務部

■ Ⅰグループ（経理・財務部門の方々を中心に構成） ※RPA・AIを中心に研究
● 研究テーマ：「Ｃｈａｎｇｅ Ｗｏｒｋ Ｓｔｙｌｅ ｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ
    ～ＲＰＡの研究から見えて来た、人とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙの融合～」
東芝アカウンティングサービス㈱ ＧＬ・ＴＡＸ業務部　部長
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部 BU経理サービス部 シニアエキスパート
新日鐵住金㈱ 財務部 制度・システム企画室 主幹
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 経理推進部 経理第一グループ 主査
宝ホールディングス㈱ 経理・シェアードサービス部 シェアード戦略課 専任課長
㈱西鉄アカウンティングサービス 取締役 アカウンティング事業部長 兼 業務部長

前期（第18期）ご参加企業実績 ［61社81名］

第19期 シェアードサービス研究交流会議 ・ スケジュール第1９期 シェアードサービス研究交流会議 ・ スケジュール 前期（第18期）の活動実績前期（第18期）の活動実績

前期（第18期）ご参加企業実績 ［61社81名］

分科会集中討議 ・３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議第10回／2月
於：学士会館

第18期 開設記念講演 「幸福学×経営学 ～幸せでイノベーティブな組織とは！？～」
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 研究科委員長・教授  前野 隆司 氏

第1回／６月
於：明治記念館

視察研修会

合宿研究会

「朝日酒造株式会社」の見学

《合宿研究会》 

・メンバー各社同士によるシェアードサービス事例の紹介、課題・目標等の共有  ・各分科会メンバーの確定、分科会ごとに年間研究スケジュールの決定

特別講演 「２０１８年 シェアードサービスのステージごとの特徴と課題 」
慶應義塾大学 商学部 教授、公認会計士  園田 智昭 氏第2回／６月

於：あてま高原
ホテルベルナティオ

前期（第17期）
分科会研究成果
要旨発表会

《 前期Ｇグループ 》 「総務業務でのＲＰＡの活用について～総務でもＲＰＡ始めました！～」
小林製薬㈱ 業務改革センター 業務支援部長  小田桐 佳也 氏
《 前期Ｃグループ 》 「不安な個人立ちすくむＳＳＣ～大きな発想の転換や思い切った選択でＳＳＣの未来を考えよう」
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員  牧 重徳 氏
《 前期Ｈグループ 》 ★第１７期 シェアードサービス研究交流会議・最優秀研究賞★ ★シェアードサービス経営者会議・特別賞★
「シェアードサービスの社員は幸せなのか！？（ＳＳＣの幸福度と働き方改革）」
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課 課統括  山田 聡 氏
㈱ＴＭＪ　営業本部 営業支援部 営業推進課 推進Ｇ ＢＰＲ･ＢＰＯシニアコンサルタント  渥美 具彦 氏
㈱ＪＴビジネスコム　企画グループ マネージャー  小幡 一瑛 氏　　　　　　　　　　　　　　　　 ※発表順

《 前期Ａグループ 》 「グループ内シェアードだからこその存在意義」
サントリービジネスシステム㈱ 人事サービスセンター長  後藤 アキ子 氏
《 前期Ｅグループ 》 「経理業務を軸としたＲＰＡ導入について～『ＲＰＡ導入による次世代に繋げる経理シェアードへの考察』～」
東芝アカウンティングサービス㈱ ＧＬ・ＴＡＸ業務部長  尾木 一信 氏
《 前期Ｂグループ 》 「『ＳＳ大学』構想と実践～HumanResources Leading to the FUTURE～」
《 前期Ｆグループ 》 「２０３０年ＳＳＣの旅」
テルモビジネスサポート㈱ 課長  向谷 美穂 氏
《 前期Ｄグループ 》 「働きがいのある経理シェアードサービスを目指して～各側面における注力ポイントの考察～」
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長  田村 孝志 氏

第3回／７月
於：浜離宮ガーデンカンファレンス

分科会研究成果
発表会

・各グループによる約１年間の研究交流活動成果の発表
《Ａグループ》「私たちがデザインする近未来のＳＳＣ」
《Ｂグループ》「シェアードサービスの職場のみんなが幸せになるために～私たちが実践した４つのアプローチ～」
《Ｃグループ》「やる気の探訪～心を動かすマネジメントでＳＳＣをイノベーティブな集団へ～」
《Ｄグループ》「可視化をベースにしたＳＳＣのあるべき姿」

《Ｅグループ》「ＳＳＣで『さあ、やってみよう』」
《Ｆグループ》「『ＳＳＣ総務は会社のコンダクター』～今こそ総務から奏夢へのバージョンアップを～」
《Ｇグループ》「ひとりよがり！？ ＳＳＣにおける期待ギャップ」
《Ｈグループ》「これからのＳＳＣのトリセツ～『与えるＳＳＣ』になりたいな～」
《 Ⅰグループ 》「Ｃｈａｎｇｅ Ｗｏｒｋ Ｓｔｙｌｅ ｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ ～ＲＰＡの研究から見えて来た、人とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙの融合～」  ※発表順

《第18期シェアードサービス研究交流会議・分科会研究成果発表会》

第11回／3月
於:ベルサール半蔵門

グループディスカッション
Ⅰ．（間接材）調達業務に関するシェアードサービスの情報交換会
Ⅱ．海外人事労務業務に関するシェアードサービスの情報交換会
Ⅲ．ハウスエージェンシー業務に関するシェアードサービスの情報交換会 （グループ内の広報、広告、販促活動を担当する広告代理店・制作業務）

《シェアードサービス有志情報交換会（Ⅰ調達・Ⅱ海外人事労務・Ⅲハウスエージェンシー）》 
【有志】／2月
於：アイビーホール

グループディスカッション 「２０１８年 シェアードサービスをめぐる課題の整理 」 第１回女性部会[有志]／7月
於：学士会館

合宿研究会 ・３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議

【有志】 特別視察研修会 「ココ・ファーム・ワイナリー ‒こころみ学園のワイン醸造場」の見学

《合宿研究会》 第9回／1月
於：マロニエプラザ

-栃木県宇都宮産業展示館-

メンバー企業事例発表

「 日立グループの人事・財務の効率化施策について ～テレワーク、固定資産管理～ 」 
㈱日立マネジメントパートナー 取締役 事業企画本部長  山崎 哲郎 氏
㈱日立マネジメントパートナー 事業企画本部 経理部 部長  内田 正和 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス 企業システム事業部 第二企画システム本部 特別コンサルタント  田崎 秀幸 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス 営業本部 部長代理  岡本 二郎 氏
㈱日立システムズエンジニアリングサービス サービス開発部 主管技師  猪狩 文仁 氏

ゲスト講演 「 ＷｏｒｋＦｕｓｉｏｎが描くデジタルオペレーションの未来 」 
ＷｏｒｋＦｕｓｉｏｎ ソリューションズコンサルタント  守屋 賢一 氏

第4回／８月
於：学士会館

特別講演

《シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同例会》 
「ＤａｔａＲｏｂｏｔ が切り開く、ＡＩビジネスの未来」  
ＤａｔａＲｏｂｏｔ,Ｉｎｃ. 　チーフデータサイエンティスト 物理学博士  シバタ アキラ 氏

・各分科会の進捗状況の共有分科会研究成果中間報告会

第5回／９月
於：ベルサール飯田橋駅前

メンバー企業事例発表 「セキスイビジネスアソシエイツ社における管理・間接業務機能効率化の取組」 
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 執行役員  牧 重徳 氏

《メンバー企業視察研修会》

視察研修会 セキスイハイム工業株式会社 東京事業所 工場生産ライン、セキスイハイムミュージアム、展示棟、ショールームの見学

第6回／10月
於：セキスイハイム工業株式会社

東京事業所

Ｏｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ， ＩＲＰＡ ＡＩ、　Ｗｏｒｋ Ｆｕｓｉｏｎ、Ｂａｎｋ ｏｆ Ｍｅｌｌｏｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ（Ｂｌｕｅ Ｐｒｉｓｍ Ｕｓｅｒ）、　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ａｎｙｗｈｅｒｅ　※順不同視察研修会

《第9回 海外（アメリカ/ニューヨーク ＲＰＡ・コグニティブ）視察研修会》  ※シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同開催
【有志】／10月

欧州三井物産㈱、 ＮＴＴ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ. 、Ｅｒｎｓｔ ＆ Ｙｏｕｎｇ ＬＬＰ、 Ｂｌｕｅ Ｐｒｉｓｍ（ＡＧＥＡＳ保険、ＨＳＢＣ銀行）、 Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ Ｌｅｓｌｉｅ Ｗｉｌｌｃｏｃｋｓ　※順不同視察研修会

《第10回 海外（イギリス/ロンドン Global Business Services、Digital Workforce）視察研修会》  ※シェアードサービス経営者会議・シェアードサービス研究交流会議 合同開催
【有志】／12月

メンバー事例発表

《第２回 ＲＰＡ・ＡＩ活用事例・情報交換会》 

【有志】／12月

メンバー企業事例発表 「オリックス・ビジネスセンター沖縄のご紹介‐」
オリックス・ビジネスセンター沖縄㈱　業務編成部 IT企画チーム 兼 第三事業部 マネージャー  松田 貴久美 氏

《ニアショア視察研修会》 

《ＢＰＯ視察研修会[有志]》 

視察研修会 「オリックス・ビジネスセンター沖縄・旭町事業所」の見学会

視察研修会

ゲスト講演

「トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるま」の見学会

「トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるまのご紹介」 
トランスコスモス㈱ 常務執行役員  内村 弘幸 氏

第7回／11月
於：沖縄県男女共同参画センター（てぃるる）

於：オリックス・ビジネスセンター沖縄・旭町事業所
於：トランスコスモス・ＢＰＯセンター沖縄うるま

ゲスト講演
「ＩＴ部門が働き方を変える　間接業務改革への挑戦と実践～住友林業情報システムがＲＰＡに挑むわけ～」
住友林業情報システム㈱ 執行役員 ＩＣＴビジネスサービス部長 兼 インフラシステム部長  特手 一洋 氏
住友林業情報システム㈱ ＩＣＴビジネスサービス部 シニアマネージャー  成田 裕一 氏

第8回／12月
於：ＴＫＰガーデンシティ幕張

（アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張４８F）

於：ベルサール九段

○ ㈱ＪＦＲサービス 「内製化こうやったらこうなった」
○ ㈱電通マネジメントサービス 「電通マネジメントサービスのおけるＲＰＡ活用の取り組み」
○ ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 「テクノロジー活用による高度化サービスの取り組み紹介」
○ ㈱日立マネジメントパートナー 「ＲＰＡ活用による働き方改革への挑戦」

○ ㈱ヤマハビジネスサポート 「ＲＰＡ活用の取組み」
○ ㈱ＪＴビジネスコム 「ＪＴビジネスコムにおけるＲＰＡ活用事例のご紹介」
○ エヌ･ティ･ティ･ビジネスアソシエ㈱ 「ＮＴＴビジネスアソシエグループにおけるＲＰＡ活用事例のご紹介」
○ 大和ハウス工業㈱ 「大和ハウス工業におけるＲＰＡ活用の取組み」

合宿研究会
● メンバー各社同士による管理・間接業務機能改革事例・シェアードサービス事例の紹介、課題・目標等の共有
● 各分科会メンバーの確定、分科会ごとに年間研究交流スケジュールの決定

於：当間高原 ベルナティオ（新潟県十日町市）

第2回 ６月21日（金）
22日（土） 「 2019年 シェアードサービスのステージごとの特徴と課題 」（仮）特別講演

[ 略歴 ] 慶應義塾大学商学部教授、武蔵野大学客員教授、博士（商学）、公認会計士。 1991年 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程
単位取得。2006年より慶應義塾大学商学部教授。 総務省契約監視会委員。 著書に『シェアードサービスの管理会計』(中央経済社、2006
年）、『イノベーションと事業再構築』（共著、慶應義塾大学出版会、2006年）、『原価・管理会計入門』（共著、中央経済社、2010年）。

慶應義塾大学 商学部 教授、 武蔵野大学 客員教授、 公認会計士  園田 智昭 氏

園田 智昭 氏

内田 浩幸 氏

夕食意見交換会

第8回 12月13日（金）

第7回 11月8日（金）

● 分科会活動 夕食意見交換会キリンビール 横浜工場の見学

第3回 於：都内近郊 ● 前期（第18期）メンバーによる前期（第18期）分科会研究成果発表会の要旨の解説〈 前期（第18期）分科会研究成果要旨発表会 〉7月12日（金）

分科会研究成果中間報告会 講演・発表 ※調整中
シェアードサービス経営者会議 及び シェアードサービス研究交流会議・合同例会 於：都内近郊

夕食意見交換会

第6回 10月10日（木）
11日（金）

㈱TMJ・札幌第1センターなどの見学メンバー企業視察研修会

メンバー企業事例発表

ニアショア視察研修会Ⅰ ニアショア視察研修会Ⅱ

ゲスト講演

「日立グループにおける従業員向け人事コールセンタの運用について」（仮）

「給与計算フルアウトソーシング ～業務効率化のための取組とシェアードサービスとの親和性～」（仮）

日立グループコールセンタなどの見学 （※パソナグループのビーウィズ㈱に業務委託） 於：札幌市内、㈱ぺイロール・北海道BPOセンター ※予定

夕食意見交換会

第19期 開設記念講演 於：明治記念館(東京都港区)

「 生きている会社、死んでいる会社 」
㈱ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏

「 コーポレートの機能高度化とシェアードサービスの新たな役割 」
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 常勤監査役  小畑 哲哉 氏

遠藤 功 氏

情報交換会

名刺交換会

夕食意見交換会

ゲスト講演・問題提起

[略歴] 昭和55年 東京大学経済学部卒業、昭和55年 日本電信電話公社入社、昭和59年 通商産業省産業政策局産業組織政策室出向、昭和61年 日本電信電話株式会社復帰（労働部医務課医務係長）、平
成5年 NTTリース出向、平成8年 再編成室担当課長、平成11年 NTT（持株会社）第四部門税務担当部長、平成14年 NTTビジネスアソシエ取締役アカウンティング事業部長、平成22年 NTT東日本神奈川
支店長、平成23年 NTT東日本取締役神奈川支店長、平成25年 NTTビジネスアソシエ常務取締役企画総務部長、平成28年 NTTビジネスアソシエ代表取締役常務企画総務部長

[略歴] 早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士（MBA）。 三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。 欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド
・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングに従事。 戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。 株式会社良品計画社外取締役。ＳＯＭＰＯ
ホールディングス株式会社社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。 主な著書に『現場力を鍛える』、『見える化』、『ねばちっこい経営』 、『現場論』、『生きている会社、死んでいる会社』、 『「ホットケーキの神さまた
ちに」に学ぶビジネスで成功する10のヒント』（いずれも東洋経済新報社）、『「日本品質」で世界を制す！』、『伸び続ける会社の「ノリ」の法則』、『令和の現場力』（いずれも日本経済新聞出版社）、『日本企業にいま大
切なこと』、『LFP』、『五能線物語』（いずれもPHP研究所）、『未来のスケッチ』、『新幹線お掃除の天使たち』（いずれもあさ出版）、『経営戦略の教科書』、『現場力の教科書』（いずれも光文社）、『言える化』（潮出版社）、 
『課長力』 （朝日新聞出版）、 『賢者のリーダーシップ』（日経BP社）、などがある。 『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の『2004年読者が選ぶベストブック』の第1位に選ば れた。『見える化』は
2006年（第6回）日経BP・BizTech図書賞を受賞。・遠藤功ホームページ：http://www.isaoendo.com ・現場千本ノック-現場力を追い求めて-：http://gemba-sembonknock.com

メンバー企業事例発表

「キリンビジネスエキスパートにおけるシェアードサービスの取組」（仮）
於：キリンビール 横浜工場（神奈川県横浜市）

キリンビジネスエキスパート㈱ 総務企画部 部長  谷猪 秀和 氏

㈱日立マネジメントパートナー 取締役  山崎 哲郎 氏

㈱ぺイロール 代表取締役社長 兼 CEO  湯淺 哲哉 氏 ※予定

視察研修会

第4回 8月23日（金） 講演・発表  ※調整中 於：都内近郊 ● 分科会活動 夕食意見交換会

第5回 9月13日（金）

分科会集中討議 ● ３月の分科会研究成果発表会に向け集中討議於：学士会館（東京都千代田区）第10回 ２月14日（金）

分科会研究成果発表会 ● 各分科会による約１年間の研究交流活動成果の発表於：未定 解散式 （夕食意見交換会）第11回 ３月13日（水）

合宿研究会 ● 分科会活動 夕食意見交換会於：未定第9回 2020年１月24日（金）、25日（土）

2019年
６月17日（月）第1回

於：佐川急便株式会社・東京本社（東京都江東区）メンバー企業事例発表

「ＳＧエキスパートにおけるシェアードサービス事業（総務、人事、経理）とＡＩ－ＯＣＲの取組事例のご紹介」（仮）

● 分科会活動 夕食意見交換会佐川急便（物流施設）の見学

ＳＧエキスパート株式会社 代表取締役社長  内田 浩幸 氏

視察研修会

[ 略歴 ] 平成２１年３月 ＳＧホールディングス株式会社 事業戦略担当 課長、平成２４年６月 同社 総務部 部長、平成２４年９月 同社 総務部 ゼネラルマネジャー、平成２５年
２月 同社 執行役員 総務担当、平成２５年３月 同社 執行役員 総務担当 兼 佐川林業株式会社 代表取締役社長、平成２７年３月 佐川急便株式会社 取締役、平成３１年４月 
ＳＧエキスパート株式会社 代表取締役社長（現職）

[ 略歴 ] 1993年3月 大阪大学 基礎工学部化学工学科卒業、1995年3月 大阪大学大学院 基礎工学研究科化学工学専攻修士課程修了、 1995年4月 キリンビール㈱入社 名古屋工場パッケージング担当、 1998年10月 同社 医薬事業本部大阪支店学術推進
担当、 2003年10月 同社 医薬カンパニー総務部総務担当、 2006年9月 同社 人事部人事担当兼務人材開発担当、 2007年3月 同社 人事部人事担当 主務、 2008年9月 同社 栃木工場総務担当 部長補佐、 2010年11月 同社 近畿圏統括本部総務部 担当
部長、 2012年1月 キリンビールマーケティング㈱ 近畿圏統括本部総務部 副部長、 2014年10月 キリンビール㈱ 北海道千歳工場総務広報担当 部長、 2017年10月 キリンビジネスエキスパート㈱ 総務企画部 担当部長、 2018年10月 同社 総務企画部 部長

谷猪 秀和 氏



〒102-0083　東京都千代田区麹町5-7-２ MFPR麹町ビル ２F
TEL : 03-5215-3511（代表）  E-mail : kaminagano@bri.or.jp
一般社団法人  企業研究会  担当：上永野（かみながの）

シェアードサービス業界に
おける人脈及び情報の
『ハブ ＆ スポーク』

シェアードサービス
研究交流会議
シェアードサービス
研究交流会議

以下のいずれかの方法によりお申込み頂けます。
（1）Web：以下のとおり弊会ホームページよりお申込み頂けます。
　　　　　　　　   → ［ 異業種研究交流会 ］ → ［ 第19期 シェアードサービス研究交流会議 ］

※1 お一人様あたりの金額となります。
※2 分割払いやお支払い時期などご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
※3 合宿研究会・メンバー企業視察研修会などの特別会合や夕食意見交換会などにご参加の際には、
 別途費用のご負担となります。予めご了承ください。
※4 参加費に※3を含めたパック料金もございます。（別途ご案内致します）

参 加 要 領参 加 要 領
正会員 240,000円＋消費税 一  般 275,000円＋消費税

シェアードサービス（以下SS）業界における管理職（実務家）（役員、部長、課長、マネジャーなど）の方々が一堂に会し、『人脈』の形成
（異業種各社のＳＳ経営者・管理職（実務家）、専門家、コンサルタント、ＢＰＯベンダーなど）及び『情報』の交換（他社事例・具体的数値
等の情報共有によるベンチマーク、各種アンケート、個別のヒアリングなど）を目的とした『場』（ハブ＆スポーク）です。

https://www.bri.or.jp

2019年6月17日（月）スタート新規メンバー募集のご案内

●国際社会における政治・経済環境の激変、グローバルにおける価格競争の激化、ＲＰＡ（Robotic Process Automation）（デジタルレイバー
(DigitalLabor)）・コグニティブの登場→活用、人工知能（ＡＩ：Artificial Intelligence）の進化により、人事・経理/財務/税務・総務・調達・情報システムなどの
本社機能、管理 間接業務機能、シェアードサービス（以下SS）機能は、今後数年で変革の時を迎えます。 本会議では、本社機能改革、管理 間接業務機能改革、
シェアードサービス担当の管理職（実務家）（役員/センター長、部長、課長、マネジャーなど）を対象に、本社機能、管理 間接業務機能、シェアードサービス機能
における改革・改善（集約化・可視化・分析・標準化・効率化・単純化・低コスト化、ＲＰＡ・コグニティブ（及びＡＩ）の活用、働き方改革・長時間労働対策・ワークライ
フバランス・ダイバーシティ・在宅勤務の活用、レピュテーション、本社機能会社化、ＢＰＯ検討など）をテーマとしております。 メンバー主体のグループ研究交流
活動を特色としており、他社事例や生きた数値情報の共有、ベンチマーク指標やオフレコ情報の交換等を通じて、「自社だけでは解決できない悩みが解消できる」
会合です。 業種を超えたメンバー同士のネットワーク構築の場として、本社機能会社・管理 間接業務機能会社・SS会社の経営者・管理職、RPA・AI等の専門家、
コンサルタント、アウトソーサー等との人脈形成の場として、本会議をご活用頂けましたら望外の喜びでございます。

第19期 シェアードサービス研究交流会議 第1回例会  

第１回例会は、雰囲気をご覧頂くため、
ご入会ご検討中の方も、
無料で体験参加頂けます。第19期

開催にあたって開催にあたって

（2）担当者へのメール：以下を明記の上、担当：上永野 E-mail : kaminagano@bri.or.jp までご連絡下さいませ。
①会社名　②所在地　③お名前　④ご所属　⑤お役職　⑥TEL　⑦FAX　⑧E-mail　⑨正式入会or体験参加

企業研究会   検索

Shared Service

2019年6月17日（月）13:00～ 於：明治記念館（東京都港区）

第19期 開設記念講演

株式会社ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏
「 生きている会社、死んでいる会社 」

2019年6月～2020年３月（3回のメンバー企業 / ニアショア視察研修会、2回の合宿研究会含む合計11回を予定） 

学士会館（東京/神保町駅他） ほか都内会議室

慶應義塾大学 商学部 教授、武蔵野大学 客員教授、公認会計士  園田 智昭 氏 

１．本社機能 ・ コーポレート機能会社、シェアードサービス会社の管理職（実務家）（役員、部長、課長、マネジャーなど）
２．本社部門方式の本社機能部門 ・ コーポレート機能部門、シェアードサービス部門の管理職（実務家）（部長、課長、マネジャーなど）

研究協力委員

本会議の特徴

運営幹事 ※順不同。 増員予定でございます。
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ アカウンティング事業部 ビジネスコンサルティング部門長  田村 孝志 氏
㈱ＪＴビジネスコム 企画グループ マネージャー  小幡 一瑛 氏
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 調達推進部 主幹  根本 慎一郎 氏
㈱ダイハツビジネスサポートセンター 事業構築部長  上田 純一 氏
DSPビジネスパートナーズ㈱ 企画室長  塩飽 康訓 氏
㈱テクノネット 取締役執行役員 ビジネスサポートセンター長  谷村 展宏 氏
テルモビジネスサポート㈱ 課長  向谷 美穂 氏
長瀬ビジネスエキスパート㈱ セールスサポート部 審査課統括  山田 聡 氏
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 人事総務センター グループ業務支援室長  藤原 浩之 氏

１、  マネジメント・実務に即した実践的なご講演やご発表により管理間接部門改革及びシェアードサービスに
 関する最新情報の収集ができ、さらに後半の分科会活動や合宿研究会等でシェアードサービス実務担当者
 同士のネットワークを通じて、自社およびご自身が抱えている課題解決への糸口が見つかります。
２、  分科会活動、さらにメンバー限定のメーリングリストをご利用いただくことにより、会計・税務処理上のお悩み・
 人事労務管理問題・ＲＰＡの活用状況などベンチマークや実務上の対応策についてご相談したいとき、
 タイムリーにダイレクトにアドバイスや解決へのヒントが得られます。

運営要領運営要領

原則 毎月1回開催（6月は2回開催） 金曜日 13：30 ～ 17：00

シェアードサービス先進企業の経営者・実務家及び専門家によるゲスト講演
または メンバー企業事例発表を通じた実践的な実務知識の習得。
分科会活動  ※ 分科会活動とは、 本会議参加メンバーがご希望する研究テーマ別に
      グループ（8～10名）をつくり、３月まで研究を行って頂くグループ交流活動のことです。 

前半

後半

分科会活動
［ 2.0h ］

■ 選択した研究テーマにつき、
　 分科会ごとの自主的な研究活動 
■ ご参加企業同士の情報交換
 　（他社事例、ベンチマークなど） 
■ 実務家同士の人脈形成 

後半

講演
［ 1.5h ］

■ 講演 または 発表を受け、
　 質疑応答や意見交換 
■ マネジメント及び実務について
　 課題を共有し、解決策を模索 

前半

※第１回例会は明治記念館で開催致します。

13:30 15:00 17:00

開催期間
開催日時
会　場

参加対象 　

例会内容

運営体制

例会の
運営モデル例

お申込み
お問い合わせ

会　費

申込方法

第1回例会は、雰囲気をご覧頂くためご入会ご検討中の方も、無料で体験参加頂けます。体験参加
第2回以降の例会内容は、中面をご覧ください。 第2回以降の例会内容は、中面をご覧ください。 

2019年6月17日（月）13:00～

第19期 シェアードサービス研究交流会議 第1回例会  

  略  歴

株式会社ローランド・ベルガー 会長  遠藤 功 氏
「 生きている会社、死んでいる会社 」

早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士（MBA）。 三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。 欧州系最大の戦略コンサル
ティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングに従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサル
ティングとして高い評価を得ている。 株式会社良品計画社外取締役。ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。
主な著書に『現場力を鍛える』、『見える化』、『ねばちっこい経営』 、『現場論』、『生きている会社、死んでいる会社』、『「ホットケーキの神さまたちに」に学ぶビジネスで
成功する10のヒント』（いずれも東洋経済新報社）、『「日本品質」で世界を制す！』、『伸び続ける会社の「ノリ」の法則』、『令和の現場力』（いずれも日本経済新聞出版社）、
『日本企業にいま大切なこと』、『LFP』、『五能線物語』（いずれもPHP研究所）、『未来のスケッチ』、『新幹線お掃除の天使たち』（いずれもあさ出版）、『経営戦略の教科書』、
『現場力の教科書』（いずれも光文社）、『言える化』（潮出版社）、 『課長力』（朝日新聞出版）、 『賢者のリーダーシップ』（日経BP社）、などがある。
『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の『2004年読者が選ぶベストブック』の第1位に選ばれた。『見える化』は2006年（第6回）日経BP・BizTech図書賞を受賞。
・遠藤功ホームページ：http://www.isaoendo.com ・現場千本ノック-現場力を追い求めて-：http://gemba-sembonknock.com
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