ご発注フロー

標準納期と費用
※：左記フローのうちご発注後の「データ作成」から「納品」までの期間となります。

プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
お電話(03-6457-4350)、E-Mail(当社Web,または
info@carren.co.jp)よりお問合せください。

お問合せ

ヒアリング

枚数
(目安)

標準
納期

10枚

3日

費用の目安
(ページ単価)

備考

もできます！』

できる仕事

ご要望(目的、イメージ、コンセプト、納期 等)を伺います。
平均的なご提案資料

新規

5,000円

修正

3,000円

新規

6.000円

修正

3,600円

新規

8,000円

修正

4,800円

新規

5,000円

修正

3,000円

『プロとしてこんなこと

表紙、裏表紙は
枚数にカウントし
ません

お見積りを提出いたします。

お見積り
※：必要に応じ、秘密保持契約(相当も含む)を締結いたします。

パンフレット/
商品・サービス紹介

20枚

5日

※：データ(既存資料修正の場合)・画像・ロゴ、CIガイドライン等が
ある場合はご提出ください。

ご発注

IR関係

40枚

7日

原稿(ラフ案)を作成いたします。全体のトーン、レイアウト、
デザイン等のご確認ができます。

原稿確認

各種調査・資料作成・伝達

※：特に短納期の場合は本プロセスは割愛する場合があります。

セミナー/講演/研修資料

データ作成

50枚

7日

費用の半額をご入金後に、データ作成に着手いたします。
その他(情報発信、分析等))

表紙、裏表紙は
枚数にカウントし
ません

High Quality(高品質)

経営企画、コンサルティング、IRのプロが作成

Low Cost(低価格)

ページ単価3,000円より(修正の場合)

Short Delivery(短納期)

最短3日間で納品

Flexibility(柔軟性)

調査を伴う作成、伝達手段まで対応可能

応相談

校正
《Note》
•別途消費税がかかります。
•費用は目安となりますので増減する場合があります。詳細はお見積りのとおりとなります。
•上記表中、「修正」は既存資料(電子データ、または紙媒体)の手直しの場合です。
•調査、分析が発生する場合は、別途費用が発生します。
•特急対応(短納期)も受け付けております。

最終確認
費用の残半額のご入金確認後に、納品となります。

納品

※：納品は全て電子データ(ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ、ｴｸｾﾙ、ﾜｰﾄﾞ、PDF等)
形式となります。

メディア・パブリシティ 抜粋
～付箋からはじめる業務モデリング～

『代理店業務の標準化を支援』 『上流工程に関する連載コラム』

『上流モデリングによる業務改善手法入門』

(2010.11.23 発売)

新日本保険新聞(損保版)
(2010.2.1 掲載)
株式会社カレンコンサルティング 世古雅人、渡邊清香 著(技術評論社)

gihyo.jp(2011.1.24～)
http://gihyo.jp/dev/serial/01/bmind

【本書の内容】
第1部 業務モデリング編
第1章
第2章
第3章
第4章

各種資料・提案書の“調査” “作成” “伝達”の
シームレスなワンストップサービス

業務フローの書き方
業務モデリングの準備
業務モデリング
UMLによる業務フローの記述

第2部 業務フロー活用編
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章

業務フローを活用するための準備
問題発見・整理と問題解決
業務フローを用いた問題への取り組み
問題の顕在化と組織風土・体質
現場で書く業務フロー

急な資料・提案書作成/手直し、アイデアはあるがビジュアル化できないとお困り
のかたはお気軽にご相談ください。

『UMLモデリング』
(2010.12.17 放送)
TV東京(ワールドビジネスサテライト)

コンサルティング会社だからできる仕事
デザイン会社ではありません。広告代理店ではありません。DTP屋さんでもありません・・・

会社概要・略歴
▮社名
▮所在地

▮URL
▮創業
▮役員構成
▮事業内容

株式会社カレンコンサルティング
〒160-0004
東京都新宿区四谷四丁目19番8号 ジュ・ルビアン四谷1F
TEL：03-6457-4350 FAX：03-6457-4351
http://www.carren.co.jp/
2009年5月
代表取締役
世古 雅人
取締役
渡邊 清香
コンサルティング事業
アウトソーシング事業
教育研修事業

経営と現場の両方の視点で、開発・技術から組織・人事まで幅広くご支援しています。
「ハード改革」と「ソフト改革」の両側面から、変革がDNAとして企業文化に定着することを目指す新
しいスタイル(プロセス共有型)のコンサルティング会社です。「やらせ・やらされの改革」ではなく社
員の主体性を引出しながら、具体的な成果に徹底的にこだわります。
「業務プロセス」と「組織風土」を軸足とした“プロセスコンサルティング”における第一人者です。

▮略歴
世古 雅人 (せこ まさひと)
三重県生まれ。神奈川県横浜市育ち。武蔵工業大学(現 東京都市大学)工学部電子通信工学科卒業。
東証一部上場企業にて、電子計測器のハードウェア開発や通信産業省(現 経済産業省)管轄研究機関へ
の出向、経営企画室へ異動を経験。技術開発現場から経営全体へ視野が広がり、組織や経営に関する問
題意識を持ち始める。自らが学習し、問題提起やその改善・解決、組織活性化などを展開。その後、企業
風土改革、組織・業務コンサルティング会社や上場企業の経営企画責任者などを経て、 2009年、株式会
社カレンコンサルティングを設立、同社代表取締役に就任。組織設計や経営課題、技術の現場あがりの経
験や知識を活かした業務改善やコンサルティング、研修などに従事。
渡邊 清香 (わたなべ さやか)
新潟県生まれ。新潟大学経済学部経済学科卒業。上場企業に入社後、経営企画室やコンサルタントとし
てマーケティング分析や制度設計、業務改善に携わる。その過程で、組織や個人の価値観などについての
教養や知識を深め、コンサルティング現場で経験を積み重ねる。2009年、株式会社カレンコンサルティング
を設立、同社取締役に就任。個人が楽しく活躍できる組織、やりがいや誇りを持てる環境作りに従事して
いる。

私たちは、経営コンサルティング会社として多くの場数を踏み、培ってきた“一日の長”があります。
また、上場企業において経営企画や事業部門として、各種の資料作成・プレゼンを行ってきた豊富な
経験と実績があります。
単に資料作成だけにとどまらず調査から開始する、伝達まで視野に入れる等、柔軟に対応いたします。

【コンサルティング事業】
1. ビジョンコンサルティング：経営理念、経営ビジョン策定 等
2. ビジネスプランニングコンサルティング：経営戦略立案、経営計画策
定、環境分析 等
3. ブランドビルディングコンサルティング：CI戦略、インターナルブラン
ディングマネジメント、Web設計 等
4. ビジネスプロセスコンサルティング：業務プロセス設計/改善、プロセ
ス可視化 等
5. ビジネスシステム・インフラビルディング：組織設計、制度設計、シス
テム構築支援 等
6. チェンジマネジメントコンサルティング：組織変革、風土改革 等

【教育研修事業】

伝わるからこそ意味がある
デザインがカッコ良くても、相手に伝わらなければ意味がありません。
伝わる資料・使える資料を作るためには、お客様の製品やサービス、背景を知らなければできません。

1. 教育研修の企画、実施
2. 研修カリキュラムの作成 等

【アウトソーシング事業】

私たちは「伝わる」を大事にします。

1. 社外経営企画室：各種企画書、IR資料等の作成 等
2. マーケティングリサーチ＆アナリシス：市場・動向調査、環境分析 等

株式会社カレンコンサルティング
〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目24 御苑ハイム5F
TEL：03-6457-4350
FAX：03-6457-4351
http://www.carren.co.jp/

(03/11)

各種資料・提案書の“調査” “作成” “伝達”のシームレスなワンストップサービス

プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング

資料作成、調査において、このようなことはありませんか？
新規作成・既存資料の手直し・アイデアはあるがビジュアル化できないなどでお困りのかた、お気軽にお問合せください！
•時間がない(作る、調べ
る)
•スキル不足 等

作成だけでな
く調査も必
要だし・・困っ
た。。

•考えがまとまらない
•どうもシックリこない
•インパクトに欠ける 等

時間を要する調査をお手伝いいたします
経営企画、コンサルティング、IRのプロが作成

高品質

1

各種資料、計画等を作成するために必要なデータや資料を調査、集計します。
データなどはエクセルでお渡しいたしますので、お客様でもその後活用できます。
御社に変わって、市場・顧客・競合・技術動向などの調査を行います。必要な場合は
分析まで行うことが可能です。
調査した結果は、戦略検討データ、計画策定の材料として活用可能です。
上場企業で経営企画室を経験してきたノウハウと、コンサルタントとして補ってきたス
キルを活用し、根拠ある数値を集計いたします。

最短3日間で納品

2

早い

3

柔軟性

※：ボリューム、調査有無発生によって変わります

作成だけではなく、調査・伝達まで対応可能

「見せる情報」をわかりやすく、スマートに作成いたします

•

経営企画室やコンサルタントで培ってきた「見せる・伝わる資料」を作成いたします。
パワーポイントで作成しますので、お客様でも簡単に手直しができます。
資料は、読み手によって認識や理解が異なるようなものではいけません。手に取った
人皆が同じ認識、理解をしてもらえる資料を作成いたします。企業が訴求したい内
容をまとめ、スマートに表現いたします。

市場調査
(1)外部環境
STEP1

–

マーケット調査
•
•
•

–

市場規模
成長性
ニーズ/トレンド 他

Ⅰ)マクロ ーPEST

・国内総生産 (・PEST)

Ⅱ）ミクロ －業界

・人口動態-世帯数-人員 ・消費支出
・所得-年間収入/消費支出
・関係データ

マクロ
市場（トータルマーケットサイズ）の測定
販売数 ×
単価
（Y：潜在顧客) (X：手数料)

二次関数 : y=ax+b
○○データ

《間接》 (Y)
・・・・
・・・・
・・・・

《直接》 (X)
ⅰ)・・・
ⅱ)・・・
ⅲ)・・・

ミクロ

STEP2
市場成長率の測定

動向調査
•
•

Ⅲ)3C
ⅰ)顧客
ⅱ)競合
ⅲ)自社

顧客動向
競合動向 等

STEP3
３C

ⅰ)顧客

外部

シェアの算出

ⅱ)競合
ⅲ)自社

STEP4
失注要因

ポジショニング

•

市場・業界分析

SWOT

Ⅳ)S W O T

S
W
O
T

(2)内部環境

–
–

Point は第一印象、デザイン・表現力、わかりやすさ、見やすさなど！！
•

業界構造分析
セグメント/ポジショニング分析 他

図解/チャート化

コンセプト

裏付けるデータ/根拠

ストーリー

見やすいレイアウト

キャッチコピー

•
•
•
•

(調べます)
説得力

・競合優位性（差別化要因）
・経営資源（ヒト・モノ・カネ・・・）
＋
・企業風土
・制度 等

技術調査

Research

納得・合意 成功へ！

Ⅰ)3C －自社
Ⅱ)SW
＋

技術動向
最新技術
先行特許・実用新案
法規制、業界団体調査 等

Ⅲ)5Forces
・業界構造

【マーケティングフレームワークを活用した市場調査分析(例)】

構造(ロジック)

社内外へ向けての情報発信業務を代行いたします
社外または社内に対しての情報発信業務を代行いたします。
ご希望に応じ、広報に対してお金をかけずに進めていくことも可能です。
自社ホームページはもちろん、その他にあるポータルサイトも活用し、情報を発信して
いきます。
ステークホルダーごとに適した情報発信ツールを用いなければ、情報は届きません。
社外への情報と社内への情報発信設計を行います。

対応可能資料・提案書等

企画書

戦略・計画

•経営戦略/経営計画
•事業戦略/事業計画
•マーケティング戦略 等

発表

社内資料

Making

Communication

(作ります)

(伝えます)
特集
『ミライズ(meri se)』 オープン！ 3ヶ月を振り返って

Topics
•東証で中 間決算説明 会を行いました
•シリーズ事業部紹 介：シ ステム本 部
•こんなことやってます ！：エリア事業 本部 『業務 改革プロジェクト：劇的Bef ore A fter』
•連載：知って 役立つマメ知 識 第3回 「経理・財務のいろ は」、「人事 ・労 務のお仕事」 他

みなさんの秋は見つかりましたか？』

•決算説明会
•株主総会
•中期経営計画 等

営業・販売

•社外向け資料
•提案書
•プレゼン資料
•販売促進資料
•パンフレット/チラシ 等
•新製品/新サービス
•研修
•セミナー
•イベント/展示会
•講演 等
•会議/打合せ
•マニュアル(業務/運用)
•社内報
•プロジェクト資料 等

『読書の秋・運動の秋‥たくさんありますが、

IR

•新規事業
•商品企画
•プロモーション 等

その他
宛先・件名等自動入力一斉
メール配信ソフト

【SEO対策】

【ソーシャルメディア活用】

【プレスリリース掲載】

【社内報】

【メール配信】

制作物の実例抜粋
新入社員研修スケジュールに、数時間の合間が空いてしまった谷間の時間を
効果的に活かすスポット的な研修と、本格的な業務マスターまでリーズナブル
な費用で揃えております。

出版記念講演のご案内

事例1：自発的な生産革新と改善(製造メーカー)
事例1：自発的な生産革新と改善(製造メーカー)

主体的に変わり続ける組織を実現する『変革DNA』を醸成するプログラムです

-- 業務系体験コース(半日3回コース)業務系体験コース(半日3回コース)-

《実績抜粋》
•各社：顧客向け提案資料
•同：商品説明資料
•同：サービスパンフレット
•研修企業：セミナーDM、研修テキスト
•上場企業：決算説明会資料

03 詳細：設計から運転開始までのフロー

プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング

プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング

A社製造本部長：対象は製造部門の部課長層を中心にした自主研を活かした生産革新

プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング
プロセス共有型トータルビジネスコンサルティング

『変革ＤＮＡ』とは従来の常識や行動様式ではなく”新しい考え方や行動の仕方”で課題を見つけ出し、解決し続ける人と仕組みです。
■ 課題は、コスト増・品質悪化に歯止めがかからない
大型機械の開発・生産を行なっているA社では、顧客の短納期要求が激しくなる中で、従来のままのものづくりで死に物狂いで対応した結果、コ
ストの増加・品質の悪化といった問題が無視できないほどになっていた。そこで、生産性の向上と、さらに、向上し続けることのできる人材を育成
するという観点で、製造部門の部課長層を中心にした自主研を立ち上げて、そこを対象に変革ＤＮＡ醸成を行なった。

Process Sharing Method

Hard＆Soft Approach

変革ＤＮＡ醸成プログラム

■ 自主研で何をしていったのか？
●世の中にある様々な生産の考え方を知り、自社の生産に関る課題を認識する。
●自主研で出たアイデアを、現場に持ち帰り、現場と一緒になって検討する。
●とにかく、まずはやってみる。やった結果を振り返って、改善を積み重ねていく。

組織風土改革に取り組む企業のためのスタートアッププログラム

■ 改善の面白さを身をもって知る
稚拙でもいいから、まずはやってみて、修正していくことを積み重ねていくと、「部分的にリードタイムが50%短縮する」「不良が事前に発見され、
無償の修理品が一切出なくなった」などという目に見える結果が出始めた。部分的にでもうまくいくということが目に見えることで、全体に横展
開する際の、現場の理解も早くなり、スムーズに横展開できるようになるとともに、考え、実行した人たちの喜びと自信、更なる改善意欲へつ
ながって行った。

事例2：業務プロセス標準化と全社員参加の自発的業務改革(保険代理店)
事例2：業務プロセス標準化と全社員参加の自発的業務改革(保険代理店)

ハード的な制度や手法の導入だけでは人
は動きません。
ソフト的な風土・意識改革だけでは時間が
かかり、効果も曖昧です。

(現場はやらされ感)

それぞれのアプローチ面でのマイナスをな
くし、ハードとソフトを連動させながら改革
を進めていく新しい風土改革です。

ハード改革

変革DNA醸成の考え方
■ 狙い
大手保険代理店のB社では取扱保険会社が生保、損保合わせて何十社もあり、それぞれの保険会社に応じて使うシステムや業務が異なり複
雑化しており、ミスやトラブルが増加していた。また、顧客情報などは担当者毎に保有して、業務のやり方も属人的で指示された以外の業務は
関心を示さず、社員の離職率も高かった。そこで、業務の標準化を行うとともに、洗い出された問題点を解決するために全社員参加で自発的
な業務改革に着手した。

壁を破る経験をした人は、壁の破り方を知る。

思いや問題意識の強い人たちが、
経験を積み、変革ＤＮＡの起点とし
て成長する。

立場を超えて協力する素晴らしさを知った人は、次も立場を超えて協力しあう。
■ 何をしていったのか？

意識を変えろと口で言っても伝わらない。経験こそが人を育てる。
●業務標準化に向けて、業務可視化を行い、単純な業務をいかに複雑にし、問題を見えなくしているかを認識する。
●製造業における工程管理の考え方を伝え、前工程・後工程との連携の重要さ、お互いの業務が見えてくるメリットを感じる。
●机上の空論でディスカッションするのではなく、業務フローを見ながら「何が問題か？」という“考える習慣”身に付けていく。
●業務改革の計画も自ら作成し、自分と仲間にコミットメントをすることで他人事ではなく当事者にしていく。

組織風土改革は時間がかかる、成果が見えにくいと言われます。また、何をどう始めて良い
組織風土改革は時間がかかる、成果が見えにくいと言われます。また、何をどう始めて良い
のかわからないので、取組みの第一歩をを踏み出せないところもあります。
のかわからないので、取組みの第一歩をを踏み出せないところもあります。

■ プロジェクトの成功が、次の成功を生む
プロジェクトが成功(業務プロセス標準の完成、業務改革の成功：ミス激減、コスト削減、保険会社からの評価アップ等)すると、メンバー間の
信頼関係も深まった。さらには、次のプロジェクトで、それぞれが成功するやり方を自分なりに試行錯誤しながら実践し始めるという新しい企業
文化が生まれ、成功の方法が横展開され情報も積極的に共有されるようになった。

やらせる改革

(例)
(例) ・システムが新しくなったが誰も使わない
・システムが新しくなったが誰も使わない
・言われたこと以上のことはやらない
・言われたこと以上のことはやらない
・部門間の対立、利害関係が優先する
・部門間の対立、利害関係が優先する など
など

名称

•制度や手法を導
入する

実務を通じて、身に付ける
経営/業務課題の解決(瞬間的・短期成果)
(例) ・ビジョン策定を行いながら
・事業戦略、経営計画を策定しながら
・新規ビジネスモデルを構築しながら
・製品企画をしながら
・業務プロセスを見直しながら

•強制力で動かす

ソフト改革
ソフト改革
現状維持
現状維持

(例)新たな仕組みと価値の創出
●QCDの向上による利益創出
●新製品・新サービスの開発 等

協業を促進し、組織変革を実行する

•社員の意識から
•社員の意識から
変えていく
変えていく
•自発性を重視
•自発性を重視

多くの人が経験することで、それ
が組織風土として定着していく。

このたびの出版は、私たちが特に注力して取組んでいる「業務プロセスの可視化の手法と業務改善への応用」などをわかりやす
く書き下ろした本です。
業務モデリング(可視化)のみに言及した内容ではなく、“場のファシリテーション” “問題発見・問題解決” “コミュニケーションと
組織風土の重要性”など、企業変革の場面で皆さんが遭遇する様々な障害に対してどのように乗り越えていくかなどにも触れた
内容になっています。

(例) ・コミュニケーション促進と組織開発
・部門横断プロジェクトチームの編成
・小集団活動の推進(改善その他)
・信頼関係、一体感の醸成
・小さな成功体験の積み重ね

• 先輩/上司とペアで進めます
• 現状業務プロセスの可視化も同時に完了します

《オリエンテーション》
【座学】
①チームワークとコミュニケーション
②優先順位の付け方
③仕事のパターン化・モデル化
④会社の仕組み
⑤組織の役割
【ワーク】
•ケーススタディ
TV東京
《まとめ》
「ワールドビジネスサテライト」

《オリエンテーション》
【座学】
①仕事の棚卸と流れ
②仕事のくくり
③仕事の流れ図
④発表と共有
⑤先輩・上司から講評
【ワーク】
•自分の仕事を書き出し
•自分の仕事のフローを作る
《まとめ》

•CO2削減、遊休地活用、CSR活動
•設置場所、スペース、建物構造・地盤、周辺環境、
設計条件

2010年11月
株式会社カレンコンサルティング
代表取締役 世古 雅人
取締役 渡邊 清香

■第2回目

① 9月15日(水)
② 9月29日(水)
③10月 6日(水)

①10月20日(水)
②10月27日(水)
③11月10日(水)

•電気料金メニュー、容量設定、発電シミュ
レーション
•公的支援制度、予算設定

•システム種類、
設置方法
•太陽電池アレ
イ設計、周辺
機器選定

収集機能

•時間がかかる
•時間がかかる
•成果が見えにくい
•成果が見えにくい
•会社の業績への貢献の因果関係が説明できない
•会社の業績への貢献の因果関係が説明できない
•担当者やプロジェクトメンバーだけが頑張る
•担当者やプロジェクトメンバーだけが頑張る
•やり方、進め方がわからない
•やり方、進め方がわからない など
など

Step5
Step5
運転開始、維持管理
運転開始、維持管理

•システム施工(設置、
配線工事)
•電力会社、所轄官
庁への手続き

•施工検査、使用前検査
•運転開始、維持管理

分析機能
サービス利用者（対象事業者）

収 集 可 能デ ータ

● デマ ン ドデー タ （30分 毎 の電 気 使 用 量）

【使用前安全管理審査】

デマンド収集
● 電 気設 備
受変 電 設 備
変圧 器
進相 コ ンデ ンサ
配電 盤
照明 設 備

本社
オンライン

環境情報
マネジメントシステム

● ボイラ
燃焼 装 置

■会場：ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 研修室

支店

収集
ンド
デマ

● 空 調設 備
室内 の 温度 、 湿 度
炭酸 ガ ス 濃 度
エ ア ハン

東京都渋谷区宇田川町33-7 都民興業渋谷ビル4F
渋谷駅/徒歩8分

手入力

エネルギ ー消費に関わる
補正要素（分母）の回帰モデル

季節別省エネ行動の分析
日、週間省エネ行動
（外気温度；アメダスデータ含）の分析

Ｗ ＷＷ
● 冷 凍機
冷水 温 度
ポン プ 流量 、 回 転数

データ収集
データ保管
データ分析
各種報告書対応

店舗

デマ
ンド収
集

●水道
無線
●ガス

株式会社ＮＴＴデータ東北

■定員：15名 (先着順)

● 自 家発 電

工場

屋根・屋上

陸上

●原単位補正要素の分析
●エネルギー原単位管理標準の作成
●エネルギー原単位前年度比較

デマンド収集

※：ワークが全体の7割となります。

(2010年12月17日放送)

時間

3時間程度

人数

15名まで

費用 (税込)＊

84,000 円

105,000 円

189,000 円

事前準備

人事、人材開発の基本方針等
(必要に応じてテキストに盛り込みます)

半日程度 (目安：3～4時間)

1日 (目安：7～8時間)

10名まで

経営理念、事業内容・構造、組織図等
(必要に応じてテキストに盛り込みます)

10名まで

該当部門の業務一覧

パルス検出できる設備の情報収集が可能！
各社のどのデータにも対応予定。

オンライン

他分析ファ イル多数

報告機能
定期報告書・中長期計画書作成の対象

※：15名を超える場合は応相談

※：10名を超える場合は応相談

※：10名を超える場合は応相談
第
第
表）事
1表）
第
第111
表）
表） 業者の名 称・連 絡先等の 記入
第
第
表）
第
第2表）
表）
表）事業者全 体のエ ネルギー の使用量 及び販売 した副 生エネル ギーの量 を記入 し、原油 換算、
対前年度 比を求 める。

■会場：アットビジネスセンター
■会場：アットビジネスセンター 千駄ヶ谷
千駄ヶ谷
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル7F
東栄神宮外苑ビル7F

業務モデリング入門編(半日全3回)
業務モデリング入門編(半日全3回)

第
第
表）
第
第5表）
表）
表）事業者の 過去５年度 間の原 単位が年 平均１％以 上改善できなかった場 合は、その理由 を
（イ）に記 入、事業者 の報告対 象年度 の原単位 が前年度 に比べ改 善できなかっ た場合は その 理由
を（ロ）に記入 する。

「残すこと」と「変えること」を決め、目的とゴールを明確にし、期日を決めて実行。さらに継続をしていくこと

■研修内容の説明

JR総武線
JR総武線 千駄ヶ谷駅
千駄ヶ谷駅 徒歩5分
徒歩5分
東京メトロ副都心線
東京メトロ副都心線 北参道駅
北参道駅 徒歩4分
徒歩4分

貴社指定 (貴社内または外部会場)

場所

1.機能再編・ビジネスプロセスの抜本的改革
2.業務の見える化：“戦略から業務遂行までの見える化、問題の
顕在化”
3.意見の言える化：“セクショナリズム排除”
4.ホワイトカラーの生産性向上：“ホワイトカラーQCD改善”
5.職場力向上・風土改革：“改善を通じた人と風土づくり”

※：外部会場の場合、会場費用はご負担ください。

講師略歴
講師略歴

業務プロセスの可視化に必要な基礎知識/考え方/進め方を、全3回(1回半日)に分けて、講義とワークをつうじて学びます。
日々の業務の棚卸をスタートに、付箋紙を使い、業務フローのラフモデルを作成していきます。
作成した業務フローからは、日頃意識していない前後の工程への意識付けや、自分と他者とのやり方の違いを見つける目利き
力も養うことができます。

株式会社カレンコンサルティング
代表取締役 世古 雅人

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-19-8 ジュ・ルビアン四谷 1F
TEL：03-6457-4350 / FAX：03-6457-4351

第6
第
表）
第
第 表）事
表）
表） 業者の行 う事業に関 連するベンチマーク 指標がある場合 のみ、ベンチマーク 指標の 状況を
記入 する。

対象外

第7
第
表）
第
第 表）事
表）
表） 業者が判 断基準 別表第６に定 めるベンチマーク対 象事業を行っ ている場 合のみ、判 断基準の
ベンチマークの状 況に関し 参考となる情報（ 例：未達 理由）などを記 入する。

対象外

第
第
表）
第
第8表）
表）
表）判断基準 の事業 者としてのエネル ギーの使用の 合理化 に関する判断の基 準の遵 守状況に
ついて、チェック を行 う。
判断基 準（経済 産業省 告示６６ 号）に従 い、管 理標準（ 省エネマ ニュア ル）を作 成する。
第
第
表）
第
第9表）
表）
表）当該年度 にエネルギーの使 用の合理 化に関し実 施したソ フト面の省 エネルギー活動 等の実施
状況を記入 する。特定 工場等の みで実施の 場合には 、当 該工場の 名称の 記入する。

経営と現場の両方の視点で、開発・技術から組織・人事まで幅
広くご支援しています。「やらせ・やらされの改革」ではなく社員
の主体性を引出しながら、具体的な成果にも徹底的にこだわり
ます。「ハード改革」と「ソフト改革」の両側面から、変革が企業
文化として定着することを目指す新しいスタイル(プロセス共有
型)のコンサルティング会社です。教育研修会社と異なり、即効
性かつ実務でそのまま適用できる内容にこだわっています。

第1部 業務モデリング編
第1章 業務フローの書き方
第2章 業務モデリングの準備
第3章 業務モデリング
第4章 UMLによる業務フローの記述

株式会社カレンコンサルティング
世古雅人/渡邊清香 著

『上流モデリングによる業務改善手法入門』
技術評論社(2010年11月)

大学工学部卒業。大手通信機器メーカーにて
開発エンジニアと半導体基礎研究(国の研究
機関出向)の計13年を設計と研究開発の現
場で過ごした後、経営企画室に異動。
企業風土改革、組織・業務コンサルティ ング会社や上場企業の
経営企画責任者などを経て、技術の現場あがりの経験や知識を
活かした業務改善やコンサルティングなどに10年従事。
2009年に株式会社カレンコンサルティングを設立。

伝承(残すこと)
伝承(残すこと)

資産化

『仕組みをつくる』

(暗黙知・属人ナレッジ)

問題発見
問題発見

業務フロー

•情報共有
※：マイナス情報も共有
•再利用可能
効率化

変革(変えること)
変革(変えること)

新しい
*)3点セット(業務フロー/業務記述書/RCM：ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙﾏﾄﾘｸｽ)
新しい

新しい
新しい
仕事のやり方
仕事のやり方

加えること

『選択と集中』

Phase1：経営/組織戦略・課題の確認とメッセージ発信
経営/組織戦略の確認

トップ（経営者、部門長、プロジェ
クトマネージャなど）と当社で変
革の目的とその意味を確認し
ます。そのうえで経営的な問題
を整理し、トップが考える課題
を設定します。

メッセージ発信とメンバー
選定

組織全体に変革の目的と内容
を発信し、取り組みを周知のも
のにするとともに、トップの問題
意識に共感し、自発的なエネ
ルギーを持った人を公募やスカ
ウトで集めます。

(04/10)

【サービス案内(A3両面見開き：表裏)】

Phase2：チームビルディングと問題の顕在化
相互理解とチームビルディング

メンバー同士でお互いの思い
や問題意識を理解し合うととも
に、自分たちが変革活動をする
目的、意味、自分たちが考える
経営課題を共有することで、メ
ンバー間の信頼関係を作って
いきます。

業務プロセスの可視化
問題の顕在化※

自部門と前工程・後工程のメン
バーと一緒に業務プロセスを抽
出し、可視化します。出来上が
った業務フローをベースに現場
の問題を顕在化していきます。
※：業務改善(コスト削減・品質向上等)と
組織風土改革を連動させる場合

Phase3：タスクへの落し込みと解決に向けての計画づくり
課題へのコミットメント

トップが考える課題、チームが
考える課題をもとに、「本当に
解決すべき課題は何か」という
対話を重ねることで、トップとチ
ームがコミットした“真の課題”
を創出します。

全員当事者・みんなで解決

“真の課題”を解決するための
仮説を構築し、仮説の方向性
が正しいかどうかの裏付けを行
いながら、解決に向けての詳細
な計画をメンバーを中心に関
係者全員で作り上げます。

Phase4：計画実行と変革DNAの定着
計画の実行・組織
への変革DNAの定
着促進

仮説検証で有効性・実質性が確認されたソリュ
ーションを横展開して成果につなげていくととも
に、今までやってきた事を振り返って、残すべきパ
ラダイムを整理し、定着へ向けた仕組みづくりを
していきます。

お申込み

価値観
価値観

貴社名
ご氏名

E-Mail

部署・部門

役職

TEL

FAX

【商品の説明より】
本書は複雑化して誰も把握できなくなった業務をすっきり整理するための本です。付箋
を使って一通り業務プロセスを書き出すところからスタートし、徐々に業務フローを洗練
させていきます。最終的に、汎用的なモデリング言語であるUMLで業務フローを記述でき
るようになります。
作成した業務フローは、業務改善やシステム発注に活用することができるほか、業務フ
ローを作成する過程で触発されるコミュニケーションにより会社の風土改善を行うことも
できます。

ご住所

〒

ご希望プログラム

□

自分ブランディング

11/23 技術評論社より発売

□

新・仕事術

□

目指せ、業務マスター！

ご提供いただいた情報は、当該セミナーに関する連絡・記録のために使用します。また、当社からの各種情報提供、セミナー等
イベントの情報のご案内に使用いたします。案内が不要の場合は右のチェックボックスに印を入れてください → □ (案内不要)

【ダイレクトメール、FAX DM等】

変化(変わること)
変化(変わること)

【相乗メリット（間接的効果）】
【相乗メリット（間接的効果）】
•コミュニケーション促進と組織活性化
•コミュニケーション促進と組織活性化

【人によるもの】
•部門間の連携、関係性の強化
•部門間の連携、関係性の強化
ー
ー
•自らの意志で変わる
•問題発見力、問題解決力の向上
•問題発見力、問題解決力の向上
•他人の良い影響により自分が変わる
•現場から経営課題、組織課題が見えてくる

•現場から経営課題、組織課題が見えてくる

捨てること

当社の特長
当社の特長
「問題発見ツール」として業務フローを用いて、業務改善支援から経営課題解決、組織風土改革のお手伝いをしています。
「問題発見ツール」として業務フローを用いて、業務改善支援から経営課題解決、組織風土改革のお手伝いをしています。
業務プロセスをUML(Unified
業務プロセスをUML(Unified Modeling
Modeling Language：統一モデリング言語)を用いてモデリングを行い、日々の業務や経営にどのように活用を
Language：統一モデリング言語)を用いてモデリングを行い、日々の業務や経営にどのように活用を
していくかと、経営・現場・システム・組織の観点より、全体最適な設計を行っています。
していくかと、経営・現場・システム・組織の観点より、全体最適な設計を行っています。
現場の担当者が自ら業務設計ができることに重点を置いています。また、参加者の当事者意識を高め、部門間の連携を深めるプロセスコン
現場の担当者が自ら業務設計ができることに重点を置いています。また、参加者の当事者意識を高め、部門間の連携を深めるプロセスコン
サルテーション手法も取り入れ、すぐに実務に役立てることができると高い評価を頂いています。
サルテーション手法も取り入れ、すぐに実務に役立てることができると高い評価を頂いています。

ご意見・ご要望

詳細は裏面をご覧ください。
詳細は裏面をご覧ください。
お問合せ先(TEL)：03-6457-4350

※：この流れは、あくまでイメージするためのもので、実際は状況(対象部門、難易度等)に応じて変化します。期間の最短目安は約6ヶ月です。

「未来は自分で作る」

•業務フローの書き方を体系的に身に付けることができた。
•今まで、途中で挫折をしたけれど、これなら自分でできます。
•部門や書く人によるバラバラ(粒度の大きさ)を揃えることがわかり、
•業務の入口・出口を見極め、後工程を常に意識するようになった 等。

詳細とお申込みは裏面をご覧ください
詳細とお申込みは裏面をご覧ください

【セミナー案内】

【仕組みによるもの】
•今までのやり方が通用しなくなった
•受け入れないと自分自身が困る

古い
古い
価値観
価値観

・・・
•変化に迅速に対応できる(組織)体制
•業務プロセスと標準化
•業務スタイル
UML
•意思決定、情報共有・情報伝達の行い方
•コミュニケーション
•業務分析
•適度な危機意識
•要求分析
•変化/進化に前向き 等•要件定義

■参加者の声より抜粋

インターネットのお問合せページからも申込みができます。
http://www.carren.co.jp/cgi-bin/inquiry/inputform.cgi

ナレッジ化
ナレッジ化
問題解決
問題解決

送付先：株式会社カレンコンサルティング

FAX：03-6457-4351

【業務改善・効率化】
【業務改善・効率化】
効率化

(企業遺伝子)
•企業競争力強化、企業価値の向上
•企業競争力強化、企業価値の向上
•コンプライアンス、リスクマネジメント
•コンプライアンス、リスクマネジメント
*)))
•内部統制対応(3点セット
•内部統制対応(3点セット*)
•『プロフェッショナルとしての誇り』
•IFRS対応
•IFRS対応
•顧客、地域との関係性
•IPO準備
•IPO準備
•退職した社員が戻ってくる社風 等
•ISO9001、ISO27001等の認証取得
•ISO9001、ISO27001等の認証取得
•M&A、事業統廃合
•M&A、事業統廃合
＋
＋
•環境変化への対応
•環境変化への対応 等
等

第2部 業務フロー活用編
第5章 業務フローを活用するための準備
第6章 問題発見・整理と問題解決
第7章 業務フローを用いた問題への取り組み
第8章 問題の顕在化と組織風土・体質
第9章 現場で書く業務フロー

『無形資産を増やし、
知識から知恵へ』

付加価値
これまでに培った
これまでに培った
良いDNA
良いDNA
【業務フローが必須】
【業務フローが必須】
(企業遺伝子)

ノウハウ
ノウハウ

「 エネル ギー管理 指定工場 等」を 含める場 合

■期待効果
•業務の棚卸から業務プロセス可視化手法を学び、問題の早期発見と解決力を身に付けます。
•実務ですぐに横展開可能、かつ業務改善や業務標準化を進めるにあたっての材料になります。

継続(続けること)

第1
第
表）
第
第 1表）
表）
表）現在エネルギ ー管理指 定工場の 指定を受けていない工場等であっ て、エネル ギー使用量 が
1 50 0kl以上 の工場等 の所在 地等を記入する。
※ この表 に記入した工 場等は 、定 期報告書 の指定 －第１表～ 第９表には記 入の必要 はない。

スキル
スキル

実務に関わる担当者・管理者、業務プロセスの可視化手法を身に付けたい人、業務改革・改善活動を加速したい人 等

継続(続けること)
資産化
業務モデリング(業務プロセスの可視化)からできること

第1
第
表）
第
第 0表）
表）
表）事業者 の設置す る全 ての エネル ギー管理指 定工場等 の所在 地等を記入する。

表作 成

■対象

【本書の内容】

改革のグランドデザイン

第
第
表）
第
第3表）
表）
表）事業者全 体及び事 業分類ごと のエネルギーの使 用に係る原単位
（原油換算 値をエネル ギーの使 用と密接 な関 係を持つ値で除し た値）等を記入 する。
①原単位 の分母を事業 者全体で1 つに設定できる場 合
②原単位 の分母を事業 者全体で1 つに設定できない場合
第
第
表）事
4表）
第
第444
表）
表） 業者の過 去5年間 のエネル ギー使 用に係る 原単位の 変化状況 を記入 する

※：後半の発表と講評時には、新入社員と一緒に業務を遂行
していく先輩社員のご参加をお願いいたします。

第
第
表
）
事 業者の全 体及び事 業分類ごとの エネル ギーの使用 に伴っ て発 生する二酸化炭 素
第
第12表
表
表）第１２表
）
）
の温 室効果ガス算定 排出量 等

■ソフト改革(風土改革、組織活性化等)
■ソフト改革(風土改革、組織活性化等)

Step4
Step4
施工、届出提出
施工、届出提出

03-1 詳細：具備機能全体

『UMLモデリング』にて当社紹介

2010年
2010年11月26日(金)
(金) 14時～16時半
14時～16時半

Step3
Step3
設計～契約
設計～契約

【関連法規】

■第1回目

時間は全て13時半～17時半

03-6457-4351
03-6457-4351

•改革プロジェクトは手段ばかりが先行し、やらされ感が蔓延し社員が疲弊している。
•改革プロジェクトは手段ばかりが先行し、やらされ感が蔓延し社員が疲弊している。
•意識改革のための施策展開、研修等を行なっているが、日々の実務や業績に変化や効果が見られない。
•意識改革のための施策展開、研修等を行なっているが、日々の実務や業績に変化や効果が見られない。
•風土改革にスピードを求めており、6ヶ月程度で何らかの成果を求めている
•風土改革にスピードを求めており、6ヶ月程度で何らかの成果を求めている

http://www.carren.co.jp/
http://www.carren.co.jp/

• ビジネスで注目度の高い『UMLモデリング』の手
法を取り入れています

《オリエンテーション》
【座学】
①セルフプロデュースとは
②ビジョンと価値観
③キャリアデザイン
④先輩・上司から学ぶこと
⑤アウトプットには「らしさ」の付加価値
【ワーク】
•グループディスカッション
•キャリアデザイン(設計書づくり)
《まとめ》

＊：事前振込(当社指定口座)、人数の増減による費用差異は発生しません。

『成長戦略や強い組織風土の実現に向けて、大胆な改革と地道な改善活動が求められている』
『成長戦略や強い組織風土の実現に向けて、大胆な改革と地道な改善活動が求められている』

株式会社カレンコンサルティング
株式会社カレンコンサルティング

• 「価値観マップ」と「キャリア設計書」が出来上
がります

当日は書籍のご購入もできます。ぜひ、出版記念講演にお越しいただき、書籍をお手にとってご覧ください。

D社経営者から：対象は人事部、人材開発部門

〒160-0004
〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目19番8号
東京都新宿区四谷四丁目19番8号 ジュ・ルビアン四谷
ジュ・ルビアン四谷 1F
1F
TEL：03-6457-4350
FAX：03-6457-4351
TEL：03-6457-4350
FAX：03-6457-4351

実際の現場(配属予定、OJT先等)の業務フローを作
り上げることで、仕事への深い理解が得ます。
先輩社員や上司と一緒に進めることで、仕事を進める
上での工夫やノウハウも、コミュニケーションを通して共
有できます。
福次効果として、ベテラン社員の仕事のやり方やノウ
ハウが顕在化するので、業務マニュアルとしての活用
など企業資産となります。

企業プロフィール
企業プロフィール

本プログラムは、このようなニーズにお応えします。
本プログラムは、このようなニーズにお応えします。

E社人事から：対象は研修対象者

自分でフローを書くことで業務をマスターします

仕事をただこなすのではなく、創り出していくため
には、自分の仕事を理解し、頭で考え・判断・実
行していくプロセスが必要です。
周囲・上司とのコミュニケーションの重要性と会社
組織の仕組みを学び、“できる人”のコンピテンシー
(行動特性)から 「仕事のモデル化・パターン化」
という立体的に整理する手法を身に付けることが
できます。

【株式会社カレンコンサルティング】 http://www.carren.co.jp/

だらだら改革
(多くが自然消滅)

C社営業統括部長から：対象は営業部門

『研修という形での、変革ＤＮＡ醸成』

優先順位と仕事のモデル化を身に付けます

入社前の就職活動で既に息切れを起こしている
昨今の新入社員に対して、自分軸の確立を行
います。
自分のキャリアは自分でデザイン(設計)します。
そのために自分ならではの創意工夫を盛り込み、
常に高いアウトプットを意識した行動が取れるよ
うになります。

内容

Step2
Step2
経済性評価
経済性評価

～業務プロセス制覇で業務習得～

自分軸を見つけてキャリアを描きます

期待効果

■定員：50名
■定員：50名
新しい考え方や行動の仕方は、新しい考え
方や行動の仕方を模索しながら、実際に
経営課題を見つけ出し、解決するという経
験をすることでしか定着しません。
より多くの人が新しい考え方や行動の仕方
で活動できる機会と、それを支える仕組み
を作っていくことで、変革DNAを組織内に
浸透・定着していきます。

Business Process Modeling

目指せ、業務マスター！

～仕事のモデル・パターン化～

目的

我々は、「組織のメンバーが自発的に考え、答を導き出すプロセスを共有する」ことを『プロセス共有型』と呼んでいます。我々の
役割は、組織や個人が本来持っている「らしさ」と「主体性」を引出していくことと考えています。変革実行と具体的成果が出るま
でとことん付き合うことを大事にし、経営・現場双方にとって、「意味と価値のある生きた変革」にこだわり続けてきました。

Step1
Step1
導入目的の明確化と事前調査
導入目的の明確化と事前調査

『付箋紙から始める業務フロー』

業務プロセス
見える化

新・仕事術

～キャリアデザインはセルフプロデュース～

変革DNAの醸成(永続的文化)
(例)新しい考えと行動の仕方へ
●社員が指示命令だけで動く
→ 社員が主体的に課題解決に関わる
●部分最適で考える
→ 全体最適な視点で考える
●失敗を隠す、余計なことは言わない
→ 失敗を次に活かす、マイナス情報の発信

注目のUML
モデリング

自分ブランディング

平素より皆様にはお世話になっております。
11月23日に、技術評論社より株式会社カレンコンサルティングの世古雅人・渡邊清香共著による『上流モデリングによる業務
改善手法入門』が出版されることになりました。これを記念し講演会を開催いたしますので、ご案内をいたします。

特長

ハード改革＋ソフト改革のアプローチ
ハード改革
＋
ソフト改革

配属間もない新入社員の仕事への理解を深める、
新入社員研修後のフォローに最適！
【コンサルティングベース研修】

【対象】
•会社を変えたいと思っている方々
•“業務量が増大する現場”、“残業が減らない現場”、
“人が定着化しない現場”を変えていきたい経営者、部門
責任者、経営企画、人事部門の方々
•全社、部門業務改革プロジェクト責任者の方々
•バックオフィスや物流等、集中化センター管理者の方々
•業務改革を支援する情報システム部門の方々 など

“できる人”は自然に行っている「仕事のモデ
ル化」という新しい仕事術を身に付けます

キャリア
デザイン

業績への間接的な効果を期待
業績への間接的な効果を期待

経営課題、業務上の課題に対して、今までいろいろな手を打ってきたものの、根本的解決
経営課題、業務上の課題に対して、今までいろいろな手を打ってきたものの、根本的解決
に至らず時間が過ぎている。このような場合、原因は組織風土にあります。
に至らず時間が過ぎている。このような場合、原因は組織風土にあります。
改革のスピードも重要にしながら、具体的な成果を出していきます。
改革のスピードも重要にしながら、具体的な成果を出していきます。

『受注＋顧客満足アップのための進化する営業スタイル』

『人事部自らが変革ＤＮＡの率先者として会社を変える』

自分らしさと価値を見つけ、キャリア設計
書を作り上げることで軸を確立します

『『上流モデリングによる
上流モデリングによる業務改善手法
業務改善手法入門
入門』

・・・

その他の事例抜粋
その他の事例抜粋

成果が、周囲へ影響を与え、より
多くの人の活動への参画を促し、
経験者が増えていく。

•人がついてこない(現場が拒否反応を示す)
•人がついてこない(現場が拒否反応を示す)

業績
績へ
への
の直
直接
接的
的な
な効
効果
果を
を期
期待
待
業

B社取締役業務本部長：対象は全社で複雑化した業務プロセス標準化を実施、その後、マネージャを中心に全社で業務改革に取組む

■ハード改革(制度改革、システム導入等)
■ハード改革(制度改革、システム導入等)

付箋からはじめる業務モデリング
付箋からはじめる業務モデリング

•業務の効率化
•業務の効率化
•生産性の向上
•生産性の向上
•QCD（品質改善、コストダウン、納期短縮）
•QCD（品質改善、コストダウン、納期短縮）

【業務の標準化】
【業務の標準化】
•アウトソーシング/BPO
•アウトソーシング/BPO
•シェアードサービス/集中センター
•シェアードサービス/集中センター
•ヘルプデスク
•ヘルプデスク
•オフショア開発
•オフショア開発 など
など

【情報システム対応】
【情報システム対応】
•システム発注、システム開発の短納期化
•システム発注、システム開発の短納期化
•スムーズなシステム発注の実現
•スムーズなシステム発注の実現
•精度の高い要件定義の実現
•精度の高い要件定義の実現
•IT,業務コンサルタントのスキル向上
•IT,業務コンサルタントのスキル向上 など
など

業務モデリング
先入観・

古い
古い
仕事のやり方
仕事のやり方

問題の顕在化
問題の顕在化
「未来は会社が与えてくれる」

先入観・
固定概念
固定概念

・・・
•経営品質

•「これまでと同じで今後も問題ない！」 •経営課題解決
•変化を拒む 等

業務プロセス
仕事・業務の流れ(＝業務プロセス)を見える化(＝可視化)することを業務モデリングと言
います。
正しくモデリングされた業務フローは現場の改善から、経営課題の解決に至るまで、応用
範囲が広いものです。
業務フローは、「問題発見・解決ツール」として非常に有効であるとともに、自部門と前工
程・後工程との関係性が大きく影響するので、「コミュニケーションツール」とも呼ばれます。

【提案・プレゼン資料】

業務プロセスの
変更・見直し

【経営課題の解決】
【経営課題の解決】
•売上を上げる
•売上を上げる
•コストを下げる
•コストを下げる
•品質を向上する
•品質を向上する
•CSを高める
•CSを高める
•環境変化への対応
•環境変化への対応
•新規事業の成功
•新規事業の成功
•企業資産を残す仕組み
•企業資産を残す仕組み
（ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､ﾉｳﾊｳ、無形資産等）
（ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､ﾉｳﾊｳ、無形資産等）

【組織課題の解決】
【組織課題の解決】
業務プロセスの
変更・見直し
組織課題解決

•業務範囲の明確化（分業の実現）
•業務範囲の明確化（分業の実現）
•意思決定プロセスの明確化
•意思決定プロセスの明確化
•責任と権限の明確化
•責任と権限の明確化
•制度、規程との整合性
•制度、規程との整合性 など
など

【IR資料】

