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協会発第１７００３号 
平成２９年５月８日 

ＪＰＢＭ事務局 
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一  般 
社団法人 

会場：【制作】中央大学駿河台記念館６７０号室  

会場 

 

    

             

全国提案力コンテスト(一般企業向け) 

【参加チーム：募集要項】 
◆定 員：10 組（申込先着順） 
 ※2～3 人１組のペアです 
◆申込締切：7 月 3 日（月）  

◆参 加 費：10,000 円（2 人チーム） 

      15,000 円（3 人チーム） 
 

◆集合時間：7 月 13 日（木）9：30（受付）～ 

◆お申込み：別紙参加申込書に記載しＦＡＸ願い
ます。後日参加要項をお送りします。 

 ※プレゼンテーションのみ受講したい方：参加
費 5,000 円（1 人／Ｊシェア講習会参加含む） 

＊充実した全国統一研修会のプログラムも併せてご活用を！ 
◆14 日（金）は引き続き統一研修会 PartⅠとして、これから求められる専門家の経営

支援および事業支援について、協会の取組みも交えてパネルディスカッションを行

います。◆また 15 日（土）は医業経営部会主催による「地域医療連携推進法人制度」

に関するシンポジウムを開催。提案力コンテストと併せてご活用ください。 

 
 

＊｢これからの経営支援力を鍛える！全国提案力コンテスト｣＊ 

求められる専門家力を全国の事務所と競い合う！まずはチャレンジしてみてください！ 

会期：平成 29 年 7 日 13 日（木）～7 月 15 日（土） 

１．今年は１３日１０：００～２０：００の 1日での提案書制作になります。 

２．１０チーム（２～３人一組のペア）募集します（申込先着順）。参加各チームの

プレゼンテーションを１４日９：３０～１２：００にて行います。 

３．１４日の定時社員総会後に入賞チームの発表および表彰式を行います。 

４．後日（７月後半予定）金賞チームプレゼンテーション、課題の解説、提案のポイ

ント、意見交換等のＪシェア講習会を行います。 

 

第２ １ 回と なる今年の「 全国提案力コンテスト 」 。 7 月 13 日（ 木） に

提案書の作成、 翌 14 日の全国大会午前中にプレゼンテーショ ンが予定

されています。 中小企業経営の実務提案力を徹底して鍛える、 ますます

充実の提案力コンテスト と なり ます。 チャレンジやリ ベンジ、 未体験の

事務所も大歓迎です。 知的刺激に溢れた研修の場と して是非ご参画く だ

さい。 （ 尚、 「 医療機関向け」 は秋以降開催を検討しています）  

   平成２９年７月１３日（木：中大駿河台記念館） 平成２９年７月１４日（金：ソラシティホール） 平成２９年７月後半 

『提案書作成作業』10:00～20:00（中大駿河台） 
＊  オリエンテーション、事案配布、作成作業 
※  Microsoft PowerPoint A4 使用 

＊～20:00 提案書提出締切 

『プレゼンテーション大会』9:30～12:00 
（御茶ノ水ソラシティホール） 
各チームプレゼン（各 15 分程・質疑含む） 

『審査会（審査員にて実施）』12:00～12:30 

＊入賞チーム発表・表彰式 
（12:45～定時社員総会終了後） 

※Ｊシェア講習会（Ｊシ 
ェア参加：７月後半開催 
予定）を行います。別途 
ご案内致します。 

 

【発表】御茶ノ水ソラシティホール 

 

    

             

■中央大学駿河台記念館 670 号室：〒101-8324 東京都千代田区神田駿河台 3-11-5 TEL: 03-3292-3111 ＊主な最寄駅・地下鉄「小川町」「淡路町」「新御茶ノ水」・ 

■御茶ノ水ソラシティホール：東京都千代田区神田駿河台 4— 6 御茶ノ水ソラシティ 2F TEL：03-6206-4855 主な最寄駅・JR「御茶ノ水」聖橋口 地下鉄千代田線「新御茶ノ水」 

中小企業経営のそばにプロの知恵 
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ＦＡＸ：０３－３５２６－３０５１ （ふりがな）

ＪＰＢＭ行き お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

問合先

　　ＴＥＬ 03-3253-4711

第２１回全国提案力コンテスト（中小企業向け）

7月下旬：Ｊシェア講評会
7月13日（木）：提案書作成日、7月14日（金）：審査会（プレゼン）＆結果発表

申　込　書

出場チーム

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会　　担当：若松、松本、山形

　　ＦＡＸ　03-3526-3051

<  会 場 案 内 図  >

協会発第17003号 

平成29年5月8日 

 

＜御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター＞ 

東京都千代田区神田駿河台4-6  TEL：03-6206-4855     

【利用可能路線】 

ＪＲ中央・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口から徒歩1分 

東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅 Ｂ2出口〔直通〕 

東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水」駅 出口1から徒歩4分 

都営地下鉄 新宿線「小川町」駅 Ｂ3出口から徒歩6分 

■7月14日（金）審査会（プレゼン大会）および結果発表 ■7月13日（木）提案書作成 

＜中央大学駿河台記念館670号室＞ 

東京都千代田区神田駿河台3-11-5  TEL 03-3292-3111 
【利用可能路線】 

JR中央・総武線 御茶ノ水駅下車、徒歩約3分 

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩約6分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車（B1出口）、徒歩約3分 

都営地下鉄新宿線 小川町駅下車（B5出口）、徒歩約5分 
 



記　　　　　　　年　 　月 　　日

貴事務所名

（会員No）
Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

（ふりがな）

お名前 様

ｅ-ｍａｉｌ：
ＦＡＸ：０３－３５２６－３０５１ （ふりがな）

ＪＰＢＭ行き お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

問合先

　　ＴＥＬ 03-3253-4711

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会　　担当：若松、松本、山形

　　ＦＡＸ　03-3526-3051

<  会 場 案 内 図  >

第２１回全国提案力コンテスト（中小企業向け）

7月下旬：Ｊシェア講評会
7月14日（金）：審査会（プレゼン大会オブザーバー）＆結果発表

申　込　書

オブザーバー参加

協会発第17003号 

平成29年5月8日 

 

＜御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター＞ 

東京都千代田区神田駿河台4-6  TEL：03-6206-4855     

【利用可能路線】 

ＪＲ中央・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口から徒歩1分 

東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅 Ｂ2出口〔直通〕 

東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水」駅 出口1から徒歩4分 

都営地下鉄 新宿線「小川町」駅 Ｂ3出口から徒歩6分 

■7月14日（金）審査会（プレゼン大会）および結果発表 ■7月13日（木）提案書作成 

＜中央大学駿河台記念館670号室＞ 

東京都千代田区神田駿河台3-11-5  TEL 03-3292-3111 
【利用可能路線】 

JR中央・総武線 御茶ノ水駅下車、徒歩約3分 

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩約6分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車（B1出口）、徒歩約3分 

都営地下鉄新宿線 小川町駅下車（B5出口）、徒歩約5分 
 


