＜報道関係各位＞

2018 年 10 月 9 日
大阪経済大学

実力派経営者から、経験に裏打ちされた経営哲学・理論を学ぶ

大阪経済大学 「北浜・実践経営塾 （後期）」 開講
【会場】大阪経済大学・北浜キャンパス
※受講者大募集【定員】80 名（先着順）【受講料】１講座 1,000 円（税込）
■10 月 10 日(水) 18:30～20:30 「人基軸経営の 100 年商社～AI、IoT 時代を生き抜くために～」
株式会社立花エレテック 代表取締役社長兼社長執行役員 渡邊 武雄
■11 月 7 日(水) 18:30～20:30 「ベンチャー型事業承継とイノベーション」
株式会社スマートバリュー 代表取締役社長 渋谷 順
■12 月 12 日(水)

18:30～20:30 「薬・香料と歩んだ香料会社 210 年の歩み
～香料の役割と大阪船場商人としての心得を語る～」
塩野香料株式会社 代表取締役社長 塩野 秀作

■1 月 23 日(水)

18:30～20:30 「居酒屋業界における競争戦略
～ダイエー創業者中内㓛が遺した PUB 事業～」
株式会社ハブ 代表取締役社長 太田 剛

大阪経済大学は、バラエティに富んだ各界の経営者が講師となって企業経営に有益な情報を提供する
実践的経営学講座「2018 年度 北浜・実践経営塾（後期）」を、2018 年 10 月 10 日(水) 、11 月 7 日(水)、
12 月 12 日(水) 、2019 年 1 月 23 日(水)の各日 18:30～20:30 の計４回にわたり、本学北浜キャンパス
（大阪市中央区北浜 1-8-16 大阪証券取引所ビル 3 階）にて開講します。
北浜キャンパスは、本学と実業界の連携により生まれた社会人教育の場として、社会人大学院を柱に、
実務・実学教育を推進し実業界のスペシャリストの育成を行っています。また大阪の中心地・北浜とい
う利便性を生かし、ビジネスマン向けの各種講座を定期的に開講しています。
「北浜・実践経営塾」は、各界から実力派経営者を招聘して、経営者としての苦労や成功談そして経
験に裏打ちされた経営哲学を提供する講座です。各メディアで活躍中の岡田晃(本学客員教授)のコーディ
ネートによる実践的な経営学講座です。
今期の講師には、「商社は人がすべて」という思いを元に「人基軸経営」を進めてきた（株）立花エ
レテック代表取締役社長兼社長執行役員 渡邊武雄氏、自動車関連町工場から社会課題をクラウドサー
ビスで解決する企業へ業態転換と事業継承を行った（株）スマートバリュー代表取締役社長 渋谷順氏、
210 年の歴史を持つ老舗の香料メーカー・塩野香料（株）代表取締役社長 塩野秀作氏、ダイエー創業
者の中内㓛氏が 1980 年に仕掛けた英国風ＰＵＢ事業を展開する（株）ハブ代表取締役社長 太田剛氏の
４名を招聘します。
参加者は各講座・定員 80 名（先着順）で各回講座の開催日前日まで募集中です。（定員に達した時
点で申込受付を終了）受講料は各講座とも 1,000 円（税込）です。
受講者の皆様には、実力派経営者の経験に裏打ちされた経営哲学をビジネス現場での実践に役立てて
いただきたいと考えます。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
大阪経済大学 総務部広報課 田中 ℡：06‐6328‐2431 miyakot@osaka-ue.ac.jp
大阪経済大学 広報デスク（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾎﾞｰﾄ内）福嶋、古瀬、橋本
℡：06‐4391‐7156
＜一般の皆様からのお問い合わせ＞
大阪経済大学 大学院事務課 ℡：06-6328-2431㈹ http://www.osaka-ue.ac.jp/

※恐れ入りますが、本講座の取材をいただける場合は、取材日前日までに、
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上記広報デスクまで、お電話または添付のＦＡＸ返信用紙にてご一報願います。

開催概要
■名

称：「2018 年度 北浜・実践経営塾（後期）」

■日

時：2018 年 10 月 10 日(水) 、11 月 7 日(水)、 12 月 12 日(水)、 2019 年 1 月 23 日(水)
各日 18：30～20：30

■場

所：大阪経済大学北浜キャンパス（住所：大阪市中央区北浜 1-8-16 大阪証券取引所ビル 3 階）
※地下鉄堺筋線、京阪本線「北浜」駅直結

■内容・講師：10 月 10 日(水) 18:30～20:30
「人基軸経営の 100 年商社～AI、IoT 時代を生き抜くために～」
株式会社立花エレテック 代表取締役社長兼社長執行役員
11 月 7 日(水) 18:30～20:30
「ベンチャー型事業承継とイノベーション」
株式会社スマートバリュー 代表取締役社長

渡邊 武雄氏

渋谷 順氏

12 月 12 日(水) 18:30～20:30
「薬・香料と歩んだ香料会社 210 年の歩み～香料の役割と大阪船場商人としての心得を語る～」
塩野香料株式会社 代表取締役社長 塩野 秀作氏
1 月 23 日(水) 18:30～20:30
「居酒屋業界における競争戦略～ダイエー創業者中内㓛が遺した PUB 事業～」
株式会社ハブ 代表取締役社長 太田 剛氏
■主

催：大阪経済大学 北浜キャンパス

■受 講 者：各日 80 名

（※先着順）

■受 講 料：１講座 1,000 円（税込）
■申込方法：大阪経済大学 北浜キャンパスのウェブサイトの以下のＵＲＬより
参加申込フォームにてお申込ください。
http://www.osaka-ue.ac.jp/education/kitahama/jissen2/
■応募締切：各回講座の前日まで申し込み可能。
※申込者が定員に達した時点で申込受付を終了。

※講演テーマや内容は、経済・社会環境の変化に応じて変更する場合がございます。
※当日、会場でのお申込は予定しておりません。
※受講料のお振込手数料はお客様の負担となります。
※個人情報は、本学公開講座運営の目的にのみ使用いたします｡
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講師プロフィール
「人基軸経営の 100 年商社～AI、IoT 時代を生き抜くために～」
株式会社立花エレテック 代表取締役社長兼社長執行役員 渡邊 武雄氏
2021 年に創業 100 周年を迎える立花エレテックは、「電機・電子の技術商社」で
す。
渡邊武雄社長は、「商社は人がすべて」という思いから、「人基軸経営」を打ち出
し、東証一部上場や実質無借金経営を実現してきた熱い経営者です。
1945 年
1964 年
1968 年
1968 年
1996 年
2000 年

大阪府布施市（現東大阪市）で生まれる
大阪府立四條畷高校卒
関西学院大学文学部史学科卒
株式会社立花商会（現立花エレテック）入社
同社取締役海外本部長
同社代表取締役社長

「ベンチャー型事業承継とイノベーション」
株式会社スマートバリュー 代表取締役社長

渋谷 順氏

1985 年より父親が経営する町工場の三代目として入社。
1994 年父親の急逝に伴って、厳しかった自動車関連の町工場からモバイルやクラ
ウドソリューション事業へと業態転換を図る。
事業承継とアントレプレナーとして
の両面から事業にイノベーションを創造し、2015 年 6 月東証ジャスダック上場。
2018 年 6 月創業 91 年を迎えると共に、東証第二部に市場変更。大阪経済大学大学
院経営学研究科修了。
1928 年：創業
1947 年：法人設立の自動車電装事業にて発足した当社の三代目であり第二創業者。
1994 年：モバイル事業に参画。
1996 年：インターネット分野のベンチャー企業を創業。
20 年かけて業態転換を図る。2015 年 6 月東京証券取引所 JASDAQ 市場に上場し、2018 年には東証市場第二
部へ市場変更を果たす。現在は B2B や B2G 分野でのクラウドサービスを軸に、IoT・モバイルまで踏まえ
て“スマート＆テクノロジーで歴史に残る社会システムを創る！”を基本事業方針として展開している。
2014 年：大阪経済大学大学院経営学研究科 修了
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「薬・香料と歩んだ香料会社 210 年の歩み～香料の役割と大阪船場商人としての
心得を語る～」
塩野香料株式会社 代表取締役社長 塩野 秀作氏
1808 年、大阪道修町にて薬種商として 100 年、香料会社として 110 年、合計 210 年
の歴史を振り返り、医薬品原薬製造業への進出を含め、現代を生き抜く大阪船場商人
としての心得についてお話します。
1976 年 慶應義塾大学商学部卒業
1976 年 出光興産㈱入社
1983 年 出光興産㈱退社
1983 年 塩野香料㈱入社
1990 年 同社取締役就任
1997 年 同社代表取締役専務就任
1998 年 塩野フィネス㈱代表取締役社長就任
1999 年 塩野香料㈱代表取締役副社長就任
2001 年 同社代表取締役社長就任(現任)
2007 年 塩野フィネス㈱代表取締役会長就任(現任)
主な団体・公職
日本香料協会会長、日本香料工業会常任理事
(公財）関西生産性本部理事・中堅企業経営委員会委員長
関西医薬品協会評議員、熊交会会長
著 書
「香りを創る 香りを売る」（ダイヤモンド社）

「居酒屋業界における競争戦略～ダイエー創業者中内㓛が遺した PUB 事業～」
株式会社ハブ 代表取締役社長 太田 剛氏
神戸・三宮に「HUB」1 号店をオープンさせたのは 1980 年。その仕掛け人は、英国出
張の際、PUB を渡り歩くのが好きだったダイエー創業者の中内㓛氏。氏の薫陶を直接
受けた太田剛が（株）ハブの“What not to do.”の戦略についてお話しいたします。
1983 年
1991 年
1998 年
2003 年
2007 年
2009 年

入社
営業部長
取締役営業部長
常務取締役営業統括本部長
専務取締役事業統括本部長
代表取締役社長（現任）

【コーディネーター】 岡田晃 本学客員教授／経済評論家
1971 年慶應義塾大学経済学部卒業、日本経済新聞社入社。91 年テレビ東京へ異動、「ワールドビジネ
スサテライト（ＷＢＳ）」マーケットキャスター、94 年同経済部長、ＷＢＳプロデューサー、98 年Ｎ
Ｙ支局長、テレビ東京アメリカ社長、03 年理事・解説委員長、06 年 3 月テレビ東京退職。
同年 4 月より経済評論家として独立、大阪経済大学客員教授。
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【ＦＡＸ返信先：０６－４３９３－８２１６】
≪ＦＡＸ返信用紙≫
大阪経済大学 広報デスク
(プランニング・ボート内)

福嶋・古瀬・橋本

宛

実力派経営者から、経験に裏打ちされた経営哲学・理論を学ぶ

大阪経済大学 「北浜・実践経営塾 （後期）」 開講
【会場】大阪経済大学・北浜キャンパス

ご取材
10 月 10 日(水) 18:30～20:30 「人基軸経営の 100 年商社～AI、IoT 時代を生き抜くために～」
株式会社立花エレテック 代表取締役社長兼社長執行役員 渡邊 武雄
11 月 7 日(水) 18:30～20:30 「ベンチャー型事業承継とイノベーション」
株式会社スマートバリュー 代表取締役社長 渋谷 順
12 月 12 日(水) 18:30～20:30
「薬・香料と歩んだ香料会社 210 年の歩み～香料の役割と大阪船場商人としての心得を語る～」
塩野香料株式会社 代表取締役社長 塩野 秀作
1 月 23 日(水) 18:30～20:30
「居酒屋業界における競争戦略～ダイエー創業者中内㓛が遺した PUB 事業～」
株式会社ハブ 代表取締役社長 太田 剛
媒体名
御社名
部署名
ご芳名
他
連絡先

ＴＥＬ

ＦＡＸ

当日連絡先 ＴＥＬ
≪備考欄≫

ご取材につきご要望・ご質問等ございましたら、ご記入願います。

※恐れ入りますが、本講座の取材をいただける場合は、取材日前日までに、
上記広報デスクまで、お電話または添付のＦＡＸ返信用紙にてご一報願います。
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名様

