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【ハイブリッド講座】

第７期 後継者アカデミー
●期待できる２年間の学習効果
１．バランスのとれた後継者になることができます。

２．今日から使える実践的な経営知識を習得できます
３．後継者に求められる心構えや考え方を知ることができます。

４．同じ境遇の後継者の仲間がたくさんできます。
５．仲間たちに誰にも言えない悩みを打ち明けることができます。

６．仲間たちから様々なアドバイスがもらえて元気になります。

７．後継者として自信が持てます。
８．後継者として覚悟が決まります。

９．勉強すること，人と話すことが，楽しくなります。
10．どこに出ても恥ずかしくない一人前の大人の後継者になれます。

※第１～５期まで１９０名の方が２年間の学びを終え卒業し，第６期４４名が受講中です。
※２年通年で学ぶプログラムとなっています。
※資金繰りにご負担をかけない分割払いもご用意しました。ご遠慮なくご活用ください！

●ハイブリッド講座とは？
・リアル会場受講か，オンライン受講かを，毎回自由に決められます！
・リアル会場受講は，感染症防止策をしっかり実施しています！リアル会場受講は二条彪の生圧力を感じられます！
・オンライン受講は，自宅または会社でパソコンを使って受講するので感染症の罹患リスクがありません！

交通費もかかりません！講義終了後すぐに仕事に戻れます！
※オンライン講義は，ZOOMを使ってライブ配信する会場講義の映像を講義当日リアルタイムで視聴するものです。
※講義によってはリアル会場開催のみの回もあります。詳しくは右ページの「プログラム内容」でご確認ください。

あなたの入学を心よりお待ちしております。

（株）国際後継者フォーラム

代表取締役 二条彪
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１．後継者アカデミーは，心構えと知識・スキルのバランス成長を目指します ２．後継者アカデミーは，経営者としての応用力・修正力の習得を目指します

３．後継者アカデミーは，後継者の成長フローを実現し，業績向上・具体的な成果の支援を目指します
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カリキュラム 講義時間１０：００～１６：４０ 全回講師：二条彪

第１講 ５月２０日(木)
心構えⅠ

－後継者に求められることは？－

後継者に求められることの全体像を把握します。開講式も行

います。この日から学びが新たにスタートします！

第２講 ６月１８日(金)
マーケティングⅠ

－情緒的ベネフィットの真髄－

お客様にどのような目に見えない価値を届けているか？

マーケティングの入り口を学びます。

第３講 ７月２1日(水)
マーケティングⅡ

－タッチポイントのグランドデザイン－

お客様との接点：タッチポイントを再デザインするだけで業績

が上がります。重要な「接点」について考えます。

第４講 ８月２６日(木)
コミュニケーションⅠ

－リーダーシップの原点－
自分を理解する力が相手を理解する力になります。自己理解
を深め，リーダーシップの本質を学びます。

第５講 ９月２２日(水)
財務Ⅰ

－BS・PL 完全読破－
財務の基本・貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）の読み方を

学びます。合計残高試算表も読めるようにします。

第６講 １０月１４日（木）
財務Ⅱ

－資金繰り表 完全習得－

社長は資金繰りができて一人前です。経営の要である資金繰
りが正確にできるようにします。

第７講 １１月１１日(木)
財務Ⅲ

－借入管理と金融機関交渉の実践技術－

間違いのない借入管理の方法と金融機関交渉について学び

ます。財務に対する悩みや問題を解決していきます。

第８講 １２月 ２日(木)

第１期・第２期・３期・第４期

第５期・第６期・第７期

合同講義

第１，２，３，４，５，６期卒業生と合同で後継経営について考え，
手がかりを見つけていきます。

２０２２年

第９講 １月２０日(木)

心構えⅡ

－経営理念の補助線－
経営のエンジンは社長の想いです。想いを言葉にした経営

理念とは？みんなで考えていきます。

第１０講 ２月１７日(木)
コミュニケーションⅡ

－聴く・伝える基礎技術－

きちんと聞き，うまく伝えるためには技術を会得する必要があ

ります。言語的コミュニケーションスキルを磨きます。
※本講はリアル会場開催のみとなります。

第１１講 ３月１７日(木)
コミュニケーションⅢ

－適切な自己表現の完全会得－

感情的に怒るのでもなく自分を抑えつけるのでもなく，素直に

自分を表現する方法を学びます。
※本講はリアル会場開催のみとなります。

第１２講 ４月１５日(金)
心構えⅢ

－経営とは何か？ 深考の意義－

あなたにとって経営とは何でしょうか？最終回は経営の本質

について考えます。

※プログラムは予告なく変更する場合があります。

■２０２１年 First Year プログラム内容

※課外活動（懇親会など）も楽しみましょう！

カリキュラム 講義時間１０：００～１６：４０ 講師：二条彪 （第５講のみ安田順）

第１講 ５月１２日(木)
心構えⅣ

－事例で学ぶ経営者の心得－

この日から新たな１年がスタートします！まずは事例を基に
経営者に求められる考え方を学びます。

第２講 ６月１６日(木)
コミュニケーションⅣ

－聴くとは何か？－

聴くことには様々な効用があります。聴くとはどういうことなの

か？演習を通じて気づきを深めていきます。

第３講 ７月１４日(木)
コミュニケーションⅤ

－応用テクニックを学ぶ－

コミュニケーションを円滑にするためには相手を見立てること

が必要です｡タイプ別対応法など応用技術を学びます。

第４講 ９月１５日(木)
発想力強化Ⅰ

－無限のアイデアを生み出すために－

経営は最後はアイデア勝負です。アイデアを生み出すための

ツールを学びコツを体感していきます。

第５講 １０月１３日(木)
財務Ⅳ

－キャッシュフロー計算書・金融機関交渉－

国際後継者フォーラム初のキャッシュフロー計算書の講義で

す。また最新の金融機関交渉事情も学びます。

第６講 １１月１０日(木）
１１日（金）

修学旅行
みんなで学生の頃を思い出し，一生の思い出となる「大人の

修学旅行」にまいりましょう！
※本講はリアル会場開催のみとなります。

第７講 １２月 １日（木）

第１期・第２期・３期・第４期

第５期・第６期・第７期

合同講義

第１，２，３，４，５，６期卒業生と合同で後継経営について考え，

手がかりを見つけていきます。

２０２３年

第８講 １月１９日(木)

採用面接Ⅰ
－最適な人材を見抜くために－

●卒業式●

業績が上がる会社作りは間違いのない採用活動から。

その具体的なひな形を学びます。卒業式も行います。
※本講はリアル会場開催のみとなります。

■２０２２年 Second Year プログラム内容



【ハイブリッド講座】 第７期 後継者アカデミー 募集要項

●講義期間 ２０２１年５月～２０２３年１月 全２０回 ●講義時間 １０：００～１６：４０
●講義場所：渋谷ソラスタ（JR各線渋谷駅から徒歩６分）

飯田橋レインボービル 他 （会場詳細につきましては，別途ご案内いたします）

●講師：二条彪
●受講資格
①満２０歳以上５５歳以下の後継社長・後継予定者に限ります
②全日程 受講する気合いがある方
１回でも欠席しますと理解不足となり他の受講生との間に差が生まれてしまいます。
「時間がある時，出席すればいいや」という安易なお考えの方はご遠慮いただいております。
欠席も訳あることであれば仕方なしですが万障繰り合わせるつもりの方のみとさせていただきます。

③同級生と協力し，互いに向上し合おうという気持ちのある方
約２年間と長期間にわたりますので，協調性のある方に限定させていただきます。

④当講義で知り得た個人情報について保秘できる方
２年間で同級生について様々なことを知る立場となりますので，秘密厳守できる方に限ります。

⑤二条彪の講演・セミナー等（弊社主催・外部団体主催を問わず）を1回でも聴講したことがある方
〔一度も聴講したことがない方には、一日セミナー「悩むな！後継社長！」の動画を事前にご覧いただき（無料）、

受講するかしないかのご判断をお願いしておりますので予めご了承ください〕

⑥心身ともに健康な方（入学時点で心療内科などに通院されている方はご遠慮いただいております）

⑦昼食休憩以外の１０分休憩時，喫煙を我慢できる方（講師がタバコの匂いで声が出なくなるため）

⑧髭を生やしていない方（当アカデミーは宗教上の理由以外で髭を生やした方の受講はできません）

⑨弊社指定の感染防止ルールを遵守できる方（リアル会場受講の場合）
⑩弊社制定のオンライン受講ルールを遵守できる方（オンライン受講の場合）
⑪オンライン受講の場合、パソコンで受講できる方（スマホ・タブレットでは受講できません）

※受講されるご本人がお申し込み下さい。社長，親族者からの代理申込はできません。
●進級ならびに卒業要件

①First Year修了要件：全１２回のうち出席１０回
②Second Year卒業要件：全８回のうち出席６回 卒業者には卒業証書と記念品をお渡しします。

※ First Yearの修了要件を満たさないとSecond Yearには進級できません。
※３０分以内の遅刻早退は２回で欠席１回扱いとなります。
※３０分を超える遅刻早退は欠席扱いとなります。但し交通遅延証明があれば出席扱いとなります。
※リアル会場開催のみの回はリアル会場受講しないと欠席となります。予めご了承ください。
※新型コロナ＆インフルエンザ罹患で欠席の場合は，診断書があれば出席扱いとなります。
※代理出席はできません。また欠席分の次期振替はできません。
※補講により進級要件，卒業要件を満たすことはできません。予めご了承ください。

但し，欠席分を次期以降に補講として受講することは可能です（１講座２０，０００円（税込２２，０００円））
※後継者アカデミーは２年通年プログラムです。次期以降に振り替えて出席することはできません。

●募集人数：３６名 満席になり次第，募集を締め切ります。満席の場合はどうかご容赦下さい。
●First Year（全１２回） 受講料（テキスト代込） １名様受講料

会員 ３５０,０００円（税込３８５,０００円） 資金繰りに負担をかけない５回分割も可能です！ご遠慮なくご利用下さい！

一般 ３９０,０００円（税込４２９,０００円） 会員７０，０００円 一般７８，０００円 ×５回（２０２１年３，５，７，９，１１月末日）

Second Year（全８回） 受講料（テキスト代込） １名様受講料 ※修学旅行費は別途となります。

会員 ２５０，０００円（税込２７５,０００円） 資金繰りに負担をかけない５回分割も可能です！ご遠慮なくご利用下さい！

一般 ２９０，０００円（税込３１９,０００円） 会員５０，０００円 一般５８，０００円 ×５回（２０２２年３，５，７，９，１１月末日）

※オンラインで受講される方は、撮影準備費用の一部をご負担金いただきたく
追加受講料としてオンライン受講1回につき５，０００円（税込５，５００円）を申し受けます。

（オンライン受講希望者が５名未満の場合は、
オンライン講義は実施しませんので予めご了承下さい）

●キャンセルポリシー
開講２週間前までのキャンセル：５０％ 開講１週間前までのキャンセル：８０％ 開講日以降のキャンセル ：１００％ 分割払いの場合は未払残額の８０％

●お申し込み 別紙申込書にご記入の上，FAX ０３－３４０３－８６０２までお送りください。
電話 ０３－３４０３－８０１８ Eメール koukeisha@koukeisha.jp 事務局までお気軽にご連絡ください。

●その他 ・Second Yearの修学旅行費は別途実費を（交通費宿泊費等）申し受けます。

株式会社 国際後継者フォーラム 代表取締役 二条 彪
〒107-0062 東京都港区南青山2-22-14フォンテ青山1401 ℡ 03-3403-8018 Fax03-3403-8602

ただいま「学びを止めるな！」

キャンペーン中につき無料です！


