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2017年 2月吉日 

 
各 位 

一般社団法人企業研究会 
     

第１６期 シェアードサービス研究交流会議 
－ ≪オープンフォーラム≫分科会研究成果発表会のご案内 － 

 
 

向春の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第１６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を、本年３月１７日（金）に開催致します。 

上記発表会とは、本会議ご参加メンバーで構成される分科会(今期は８つの小グループ)ごとに、その研究交流活動の成 
果をオープンフォーラムの場でご発表頂くものでございます。 

今期(第 16期)も５６社７８名という大変多くの方々にご参加頂き、約一年間研究交流活動にご尽力頂きました。 
その研究交流活動の成果の一部(エッセンス)を８つのグループにそれぞれご発表頂く予定となっております。 

今期(第 16期)メンバーはもちろん、これまでご参加頂いた皆様、さらにＳＳ会議の趣旨にご賛同頂き継続的にメンバー 
をご派遣頂いておりますＳＳ経営者会議メンバー企業皆様等のお力に支えられ、本会議は今年６月に第１７期を迎え 
ることとなります。これも皆様のご協力・ご尽力の賜物でございます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

管理・間接業務機能 及び 本社機能の改革、シェアードサービス業界のトレンドを知る上で大変貴重な機会と存じます。 
是非お誘い合わせの上ご参加下さい。 
皆様からの多くのご参加のお申込み、心よりお待ちしております。 
 
 

■ 日 時  ： ２０１７年 ３ 月 １７ 日（金） １２：１５(１１：４５開場予定) ～ １７：００ 
■ 会 場  ： 「明治記念館」（東京/信濃町駅徒歩 3分・青山一丁目駅(2番出口)徒歩 6分・国立競技場駅(A1出口)徒歩 6分） 
         〒107-0051 東京都港区元赤坂２−２−２３ TEL: 03-3403-1171 <アクセスはこちら > 

■ 参加費  ： 無 料 

■プログラム ：※下記プログラムはご発表順・お時間等変更の可能性がございます。予めご了承願います。 

12:10     【集合】※11:45開場となっております。 

12:15～12:20 【開会の挨拶】                  一般社団法人企業研究会 副会長/専務理事 石山 進 

12:20～12:30 【オリエンテーション】 

12:30～12:55  ≪Ａグループ≫「 ＳＳＣによる新たな価値創出のための組織・人材論 」(仮) 
12:55～13:20  ≪Ｆグループ≫「 『ＳＳＣ企業のあるべき姿』 

～可視化による攻めのＳＳＣ～ＴＨＥ“見「せ」る化” 」(仮) 

13:20～13:45  ≪Ｂグループ≫「 ＳＳＣ従業員のモチベーションＵＰの手段としての 
『レピュテーション・マネジメント』 」(仮) 

13:45～14:10  ≪Ｅグループ≫「 経理・財務業務におけるＲＰＡの活用とＳＳＣの果たす役割 」(仮) 

14:10～14:30 【休憩】 

14:30～14:55  ≪Ｃグループ≫「 一段上のＳＳＣへ戦略支援業務への拡大 」(仮) 
14:55～15:20  ≪Ｇグループ≫「 アウトソーサー（ＢＰＯ）との共存・共栄 

～ＳＳＣの持続的な成長に向けた～ 」(仮) 

15:20～15:45  ≪Ｄグループ≫「 ＳＳＣから始める価値転換 」(仮) 
15:45～16:10  ≪Ｈグループ≫「 ＳＳＣにおける『現場力』向上をめざして 」(仮) 

16:10～16:30 【投票】【休憩】 

16:30～16:50 【表彰式】 
第 8期 シェアードサービス経営者会議・メンバー、第 16期 シェアードサービス研究交流会議・メンバー、 
ご来場の皆様の投票により<第 16期 シェアードサービス研究交流会議・最優秀研究賞>を決定致します。 

16:50～17:00 【閉会の挨拶】 

17:05     【解散】 
 

※1)発表時間には質疑応答及び発表準備時間を含みます。※2)写真撮影・録音は固く禁じます。※3)事前のお申し込みの無い方はご入場できません。 

 
※裏面へ続く 

https://www.bri.or.jp/sharedservice/wp-content/uploads/sites/65/2013/06/WEB_16SSC_pf20161.pdf
http://www.meijikinenkan.gr.jp/
http://www.meijikinenkan.gr.jp/access/
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≪第 16期 シェアードサービス研究交流会議・ご参加メンバー[５６社７８名]≫ 

Ａグループ(人事部門の方々が中心) Ｄグループ(経理部門の方々が中心) Ｇグループ(企画部門の方々が中心) 
サントリービジネスエキスパート㈱ 
㈱内田洋行ビジネスエキスパート 
ＮＴＴデータマネジメントサービス㈱ 
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 
大塚製薬㈱ 
㈱京王ビジネスサポート 
資生堂アステック㈱ 
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 
東芝ヒューマンアセットサービス㈱ 
㈱日立マネジメントパートナー 

ＹＫＫビジネスサポート㈱ 
アサヒプロマネジメント㈱ 
オムロンファイナンス㈱ 
コムシスシェアードサービス㈱ 
相鉄ビジネスサービス㈱ 
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 
㈱テクノネット 
東日本高速道路㈱ 
㈱ヤマハビジネスサポート 
ヤマハ発動機マネジメントサービス㈱ 
 

富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 
コスモビジネスアソシエイツ㈱ 
小林製薬㈱ 
㈱シーズ・スリー 
ＪＸビジネスサービス㈱ 
㈱ＪＦＲサービス 
㈱SCREENビジネスサポートソリューションズ 
㈱ＤＴＳ 
東京電力ホールディングス㈱ 
東武シェアードサービス㈱ 
長瀬産業㈱ 
日本たばこ産業㈱ 

Ｂグループ(人事部門の方々が中心) Ｅグループ(経理部門の方々が中心) Ｈグループ(企画部門の方々が中心) 
キリンビジネスエキスパート㈱ 
サントリービジネスエキスパート㈱ 
大成ビジネスサポート㈱ 
㈱東急コミュニティー 
ナガセ総合サービス㈱ 
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 
㈱ヤマハビジネスサポート 

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 
アサヒプロマネジメント㈱ 
ＮＴＴデータマネジメントサービス㈱ 
㈱小田急フィナンシャルセンター 
キリンビジネスエキスパート㈱ 
コムシスシェアードサービス㈱ 
宝ホールディングス㈱ 
東京ガス㈱ 
パナソニッック㈱ 
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 
ＹＫＫビジネスサポート㈱ 

㈱内田洋行ビジネスエキスパート 
アステラスビジネスサービス㈱ 
㈱ＩＨＩ 
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 
キリンビジネスエキスパート㈱ 
ケイ・システム㈱ 
㈱セキスイビジネスアソシエイツ 
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 
大王製紙㈱ 
明治ビジネスサポート㈱ 

Ｃグループ(人事部門の方々が中心) Ｆグループ(総務部門の方々が中心)  
 
 
 
 
 
 
 
※会社名のみ記載。順不同。 

※期間中ご異動等されたメンバーの企業名も記載 
してございます。予めご了承願います。 

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱ 
小林製薬㈱ 
サントリービジネスエキスパート㈱ 
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス 
ヤマハ発動機マネジメントサービス㈱ 
 

㈱セキスイビジネスアソシエイツ 
ＩＴサービスフォース㈱ 
㈱荏原エージェンシー 
花王ビジネスアソシエ㈱ 
サンデン・ビジネスエキスパート㈱ 
㈱ＪＦＲサービス 
第一三共ビジネスアソシエ㈱ 
㈱ダイハツビジネスサポートセンター 
テルモビジネスサポート㈱ 
富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 
㈱LINK Ring Japan(SCREENホールディングス グループ) 

■研究協力委員 慶應義塾大学 商学部教授、公認会計士 園田 智昭 氏 

≪ご連絡≫ 
● 当日のご発表資料の配布につきましては『研究活動成果の要旨』のみとし、パワーポイント資料の配布は行いません。 
今期ご参加メンバー企業にのみ、後日、全グループのご発表資料をデータ（ＰＤＦ形式）にてお知らせ致します。 

● お申込みは弊会ＨＰ、メール、または、ＦＡＸにて承ります。以下の「参加申込書」にご記入の上、担当：上永野 までご連絡願います。
大変恐縮でございますが、事前のお申し込みのない方はご入場できません。会場設営の都合上、必ず事前にお申込下さいますよう重ねてお
願い申し上げます。また、お席には限りがございます。お申し込みは先着順とさせて頂きますこと予めご了承のほどお願い申し上げます。 

● 大変恐縮でございますがご参加につきましては、事業会社のシェアードサービス企業(部門)にご所属の方を対象とさせて頂きます。 
アウトソーシング専門企業及びそのグループ企業にご所属の方、並びにコンサルティングを業としている企業及びそのグループ企業にご
所属の方などのご参加につきましては、お断りする場合がございます。大変申し訳ございませんが予めご了承下さい。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
一般社団法人企業研究会 上永野行き                                       2017年  月  日 

弊会ＨＰ、メール : kaminagano@bri.or.jp（またはＦＡＸ:０３-５２１５-０９５1）にて承ります。 
【参加申込書】 

事業コード：161886 
 

第１６期 シェアードサービス研究交流会議-≪オープンフォーラム≫分科会研究成果発表会- 
開催日 ： 2017/3/17(金)  12：15(11：45開場予定)～17：00 [参加費：無料] 

会社名  

所在地 
〒 
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FAX  
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氏 名  

TEL  
E-mail  

FAX  

備考欄  
※着信または受信等確認後、受講票・会場のご案内をメールにてお知らせ致します。ご参照のほどお願い申し上げます。 
※お申込書にご記入頂いた個人情報は、本会議に関する確認、連絡 及び 弊会主催事業をご案内する際に使用致します.予めご了承願います。     以 上 

https://www.bri.or.jp/seminar/67400
mailto:kaminagano@bri.or.jp
https://www.bri.or.jp/seminar/entry?id=67400

