ＩＴビジネススクール㈱うえじま企画
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～ビジネスアナリストの育成に最適！～

ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾅﾘｽﾄ育成研修(ＭＢＡ基礎)
～５０００名を越す受講者が、弊社のＩＴ技術者研修やＣＥＯ人材研修を受講し、プロフェッショナルへ転身しております～
■ 主催： ＩＴビジネススクール(株式会社うえじま企画運営)
■ 研修概要：
IT ビジネススクール(株式会社うえじま企画運営)は受講者の皆様ならびに企業経営者より、ご要望の多かった、
ビジネスアナリスト人材育成のための短期集中型の研修を実施致しております。企業経営者ならびに経営企画部
門、経営幹部候補や管理職、IT 事業部門の中堅社員研修の人材スキル向上に最適な内容です。ビジネスアナリス
ト育成研修(ＭＢＡ基礎)では、マネジメントに関する必要最低限のスキルをいち早く身につける事が可能です。
ビジネスアナリスト育成研修(ＭＢＡ基礎)１ヶ月コースでは、セミナーを単発で学習するのではなく、１ヶ月間
で、ビジネスアナリストに必要なＭＢＡスキルを総合的、かつ短期に集中し習得できる内容となっております。
■ 開催期日：平成２９年８月１日(火)～平成２９年８月２９日(火) ＜全 4 日／12 時間研修＞ 下記税抜表示
経営経済学とﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと統計学

単発受講料 10,000 円
単発受講料 10,000 円

経営戦略と人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞとﾌｧｲﾅﾝｽ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾅﾘｽﾄ育成研修(MBA 基礎)1 ヶ月ｺｰｽ

単発受講料 10,000 円
単発受講料 10,000 円
パック受講料 35,000 円

■ 受講対象：
経営幹部候補ならびに管理職の方が対象です。その他、経営の基礎(ＭＢＡ)を習得したい方。
■ スケジュール： 研修時間は全て１９時～２１時３０分の２時間３０分です。
■ テキスト：

市販教材「ＭＢＡエッセンシャルズ第２版」東洋経済新報社を使用します。
＊教材は貸与致します。必要な方には当日、教室にて販売いたします(￥２,８００円＋税)。

■ 学習方法：

市販教材を受講者に輪読して頂きながら、解説を行います。

日程とテーマ
経営経済学とﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
8 月 1 日（火）
(2 時間 30 分)

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと
統計学
8 月 8 日(火)
(2 時間 30 分)

経営戦略と人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
8 月 22 日（火）
(2 時間 30 分)

ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞとﾌｧｲﾅﾝｽ
8 月 29 日（火）
(2 時間 30 分)

内容
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節
第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節
第７節
第８節

経済学とは？
ミクロ経済学(需要､供給､ｹﾞｰﾑ理論､意思決定論)
マクロ経済学(国内総生産､国民所得､需要ﾒｶﾆｽﾞﾑ､財政政策と金融政策)
マーケティングの基本概念(定義､理念)
マーケティング・プロセス(流れ､機会の分析､戦略の構築､実行､ｺﾝﾄﾛｰﾙ)
オペレーションズ・マネジメント(ＯＰＭ)の基本知識と分析手法
プロジェクト・マネジメントとジャスト･イン・タイムとセル生産方式
サプライチェーン・マネジメント、生産システムの転換
統計的概念とデータの種類(母集団と標本､記述統計と推測統計)
データの特性分析(分散､標準偏差､確率密度関数､正規分布)
データ間の関係分析(散布図､相関係数､回帰分析､最小 2 乗法､残差)
戦略とは(戦略と戦術､選択と集中､戦略のﾚﾍﾞﾙ､戦略策定のﾌﾟﾛｾｽ)
企業戦略･事業戦略(環境分析､目標設定､SWOT 分析､戦略構築と実行)
マネジメントの歴史変遷と各種理論(科学的管理手法､ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞの組織論)
リーダーシップの理論(ﾏﾈｼﾞﾘｱﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ､状況適応理論､SL 理論)
マネジメントの実務(責務､能力構成､ﾋﾞｼﾞｮﾝの重要性)
成果主義とコンピテンシーモデル(考え方､特性､人材戦略)
財務会計と管理会計(財務会計､制度会計､管理会計)
財務諸表の種類と構成(財務諸表とは､B/S､P/L､CS､減価償却､引当金)
財務分析(財務分析の意義､収益性の分析、安全性の分析)
重要な会計の概念(連結会計､税効果会計､退職給付会計､時価･減損会計)
ファイナンスとは(金銭の時間的価値､PV､FV､永続価値､割引率､期待収益)
企業価値と価値算出(企業価値とは､FCF､資本･負債･株主ｺｽﾄ､WACC)
投資の意思決定(NPV､IRR､投資回収期間)
資本政策(財務ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ､最適資本構成)

セミナー終了後(平日 21:30～22:00 まで)復習や事前予約による経営個別相談が可能です。

■スクール概要：
★ＩＴビジネススクール 株式会社うえじま企画
■オープンテクノロジーを活用した各種ＷＥＢ技術研修とＷＢＴの販売とサポート
■オープンテクノロジーを活用した各種ＩＴコンサルテーションの研修
■オープンテクノロジーを活用した各種ＩＴソリューションの研修
私達は、お客様が活動するビジネスフィールドにおいて、顧客利益貢献度ＮＯ１のサービスを提供する
ＩＴサービスプロバイダを目指し、世界に通用するＩＴ技術者の育成とグローバルなサービス展開に重点を
置いて活動しております。

<会社概要> 株式会社うえじま企画
設立年月日

平成７年１０月１７日

資本金

１.９５億円（ＩＴ事業部門･グループ会社含む）

代表者

上嶋茂(ウエジマ･シゲル)

社員数
関連会社

<弊社ＩＴビジネス･スクールご利用企業様>

www.uknet.co.jp

※順不同

●新日鉄興和不動産株式会社様
●第一生命情報システム株式会社様
●三菱電機情報ネットワーク株式会社様

早稲田大学院ファイナンス研究科卒(ファイナンスＭＢＡ)

●株式会社 N H K メディアテクノロジー様

日本ＣＦＯ協会認定(ジェネラルＣＦＯ)

●株式会社オーク情報システム様

２３０名（ＩＴ事業部門･グループ会社含む）

●日本たばこ産業株式会社様

伊豆の創癒の隠れ郷･水生の庄、株式会社ＵＫnet

●株式会社日本総合研究所様

賀茂米穀卸株式会社、株式会社地方総合研究所

●国分株式会社様

他、多数の企業様にご利用頂いております。

株式会社オープン・システム・ソリューションズ
株式会社うえじまインベストメント

★★お申し込み要領★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■会場： ＩＴビジネススクール ㈱うえじま企画内

５階研修室

〒114-0013 東京都北区東田端 1-13-10 ツインビル田端Ａ棟５Ｆ

TEL:03-3819-7266

■パック受講費： １名様／税抜３万５千円（通常税抜４万円）
■定員：

２０名（最小実施人員数５名以上） テキスト代別(貸与致します)

■申込方法： 下記の申込書をＦＡＸ(または郵送)願います。お申込者には、会場案内図とご請求書をお送り致します。
※受講料の返却は理由の如何を問わず致しません。参加申込みをされた方のご都合が悪く
なった場合には、代理の方のご参加をお願い致します。参加費のお振り込みがない場合
でも、参加をキャンセルされた場合には、右記規定によりキャンセル料を申し受けます。

キャンセル規定
●開催 3 日前から前日まで…参加費用の５０％
●開催日当日…参加費の全額

■お申込先： 〒114-0013 東京都北区東田端 1-13-10 ツインビル田端Ａ棟 6Ｆ
担当：田中（info@uknet.co.jp）ＴＥＬ：03-3819-7266・ＦＡＸ：03-5692-5035
■個人情報に関する同意事項
皆様の個人情報の保護と取扱について説明いたします。
育成研修にお申込いただく際は、本規定に同意するものと致します。
利用目的
お客様にご提供いただいた情報は研修のためだけに使用いたします。
第三者への提供や他目的での使用は一切ございません。
開示等請求について
当社が保有する個人情報はご本人様から請求がある場合、開示等をいたします。
当社に請求書が到着後５営業日以内に処理し、その旨をご通知申し上げます。
なお、請求に関する諸手続き手数料は無料といたします。
個人情報保護管理責任者
吉田 直樹（privacy@uknet.co.jp）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

お申し込み欄

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

FAX:03-5692-5035 ＩＴビジネススクール 行

年

月

日

［２０１７年８月度 ビジネスアナリスト育成研修(ＭＢＡ基礎)］
会 社 名
団 体 名

（ご請求担当者名：
〒

所 在 地
参 加 者 氏 名(漢字)

参 加 者 氏 名(カナ)

）

ＴＥＬ.
－
－
ＦＡＸ.
－
－
個別相談(下記選択○して下さい)

希望・希望しない
◆

セミナーお申し込み内容に○をつけてください。下記受講料金は全て税抜表示です。

１． パック受講
２． 単発受講

①ビジネスアナリスト育成研修(ＭＢＡ基礎)1 ヶ月ｺｰｽ(35,000 円)

①経営経済学とﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(10,000 円)、 ②ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと統計学(10,000 円)、
③経営戦略と人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(10,000 円)、 ④ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞとﾌｧｲﾅﾝｽ (10,000 円)

