
PHP Business Studies Program

─ 日本の経営、教育、文化、伝統の真髄を学ぶ ─



PHP Business Studies Program

企業は成長発展しなければなりません。しかし、同時に社員、地域社会、国も豊か
になり、皆が幸せに暮らせなければ、真の繁栄、平和、幸福は得られません。

一部の経営者・リーダーだけが豊かで、多くの人が貧しい生活を送る格差社会が続
かないことは、世界の歴史が証明しています。

日本は最も長寿企業が多い国です。創業100年越えが約3万社、創業200年越えは世
界の56パーセントを占めています。しかも今日の日本は比較的貧富の格差が小さく、
国としても豊かで安定しています。

この背景には、日本の教育、伝統、文化から生まれた多くの経営者・リーダーがい
ます。特にパナソニックの創業者・松下幸之助は、経営理念を基にした日本型経営
の実践者の一人として、戦後の日本の発展に多大な貢献を成し遂げました。その思
想は、没後30年を経てなお京セラ創業者の稲盛和夫氏やユニクロの柳井正氏ら多く
の経営者・リーダーの拠り所として生き続けています。

「PHP Business Studies Program」では、松下幸之助の経営哲学と実践等を中心とし、
日本の第一線の経営者やリーダーらの最新の経営法や実践についても学びます。さ
らに日本の教育、伝統、文化について各国の要望に応じたテーマで講義を受けるこ

とができる他に類のない特別なプログラムです。

〇いま世界の経営者・リーダーに求められること



派遣セミナー

訪日セミナー

【松下幸之助経営哲学セミナー】
－日本型経営の真髄を学ぶ－

【日本の教育、伝統、文化のセミナー】
－長寿企業を支えてきた秘訣を学ぶ－

〇提供する学びスタイル

ウェブセミナー

【日本の経営者・リーダーのセミナー】
－トップ経営者・リーダーに学ぶ最新ビジネス－
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〇あなたがここで学べること

① Panasonic・PHP研究所の創業
者松下幸之助経営哲学セミナー

・松下幸之助思想を専門に研究する
研究員が講義を担当
・経営者、リーダーとしての考え方、
志を築きます。

②日本の著名な経営者・リー
ダーのビジネスセミナー

・ＰＨＰ研究所の総力を生かした講
師陣による学びを提供
・具体的な実践方法について学びま
す。

③日本の教育、伝統、文化に関
するセミナー

・子どもの教育事業、伝統的な茶道
や華道等はもとより、マンガやアニ
メーションを軸にしたサブカル
チャーの専門家によるセミナー

④日本への現場研修旅行プログ
ラムの提案と支援

・多様な企業現場の視察と貴重な
ディスカッションの機会を提供

※①、②、③はウェブセミナーとライブセミナー(コロナ禍後)をご用意
※②及び③は、参加者の要望に基づくテーマで開催
※④は状況にもよりますが、多様なニーズにできるだけお応えします。
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①松下幸之助経営哲学ウェブセミナー

※全6回 各回 Rp.560.000 : 会員 Rp.133.000) 初めての方のみ初回無料
※一方的な講義ではなく参加者同士のディスカッションを通して学びを深め合います。

1-1 経営理念を確立する

1-2 生成発展と考える

1-3 人間観をもつ

1-4 使命を正しく認識する

1-5 自然の理法に従う

1-6 利益は報酬である

次年度以降のテーマは、改めてご案内いたします。

注)コロナウィルスの収束後ライブセミナー企画予定
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②日本の著名な経営者・リーダーのビジネスセミナー

※年6回程度 テーマは皆さまからの希望を勘案
※各回 Rp.840.000 : 会員 Rp.133.000)
※日本を代表する経営者、リーダーの特別講演から最新のビジネスについて学びます。

＜仮テーマ案＞

・成果が上がる企業の条件

・企業活性化の方法

・顧客満足と社員満足の高め方

・幹部社員の基本

・企業を伸ばすリーダーの心得

・自己啓発の取り組み方

・QCサークルの進め方

・現場力の高め方…など。

注)コロナウィルスの収束後ライブセミナー企画予定
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③日本の教育、伝統、文化等に関するウェブセミナー

※年6回程度 テーマは皆さんの希望を勘案
※各回 Rp.840.000 : 会員 Rp.133.000)
※日本型経営の基本となった、日本の伝統、文化を学び、日本理解を深めます。

＜仮テーマ案＞
・武道と日本的心・日本のマナー・日本のアニメーションの特徴と日本人の気質・日本人の柔軟
性・日本の教育の基本・日本の童話・絵本の書き方・ほめる子育て・茶道とは何か・華道とは何
か・日本映画の特徴…など。

注)コロナウィルスの収束後ライブセミナー企画予定
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④日本への研修旅行プログラムの提案と支援

※ご希望に合わせて提携旅行会社と企画立案、提案します。

※企画立案、現地現場サポート、講師費用は別途必要です。

【一般的視察先案】

・カップヌードルミュージアム・キリンビール 横浜工場

・タオル美術館 ICHIHIRO・めんたいパーク大洗

・ニッカウヰスキー余市蒸溜所

グリコピア・イースト・JAL Sky Museum・ガトーフェスタ

ハラダ・サントリー山崎蒸溜所・崎陽軒 横浜工場

・造幣博物館・読売新聞東京本社・フジテレビ本社ビル

・パナソニックセンター東京・キヤノンデジタルハウス

・トヨタ産業技術記念館・トヨタ博物館・鉄道博物館

・京都鉄道博物館……など。

※視察先はご希望に応じて交渉、調整いたします。

なお、これに加え特別講義等のご要望も可能な限り調整します。

研修旅行プログラム内容（案）

1日 視察 パナソニックミュージアム
松下資料館

講義 PHP研究所
松下幸之助経営哲学

2日 視察 トヨタ工場視察

講義 「トヨタの生産方式について」

3日 視察 カップヌードルミュージアム

講義 創業者安藤百福の経営思想

観光 京都又は大阪
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【受講するためには……】

1.松下幸之助経営哲学(1-1)「経営理念を確立する」をまず無料にてご受講ください。申込先は

下記の通りです。

2.アンケートにお答えいただいた方には「参加認定書」をお送りします。

あわせて「PHP Business Studies Program」の無料会員として登録させていただきます。

3.セミナーの案内に従い、松下幸之助経営哲学(1-2)「生成発展と考える」やその他のセミナー

については、事前に下記への代金の振込と申込をしてください。

4. 「PHP Business Studies Program」 の有料会員である「PHP FRIENDSHIP CLUBS」に入会さ

れると、各セミナー、イベント等に特別価格にて参加することができます。この機会にご検討くだ

さい。
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PT INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES INDONESIA
Lokasi Ruko Menteng Blok A – 22 Lippo Cikarang

Telp. (62– 21) 8990 – 9861
Website: www.issi-bungkajuku.net



株式会社PHP研究所
全国PHP友の会

繁栄を通して平和と幸福を実現しよう
～学ぶ、交流する、社会に貢献する～

入会のおすすめ



• ＰＨＰとは、Peace and Happiness through Prosperity （繁栄によって平和と幸福を）
という英語の頭文字をとったもので、「物心両面の繁栄により、平和と幸福を実現し
ていく」という松下幸之助の願いのもと、1946年（昭和21年）11月に創設されました。

▶ 株式会社PHP研究所について

• ＰＨＰ研究所は「研究」、「出版・普及」、
「啓発・実践」を３つの事業を展開。

2016年には創設70周年を迎えました。

PHPグループの活動

【研究活動】
PHP理念研究、政策提言

【出版・普及活動】
書籍、雑誌、法人向け商品

【啓発・実践活動】
セミナー、PHP友の会／社会活動

会社所在地：
京都本部 〒601-8411 京都市南区西九条北ノ内町
11番地
（ＪＲ京都駅 八条口より徒歩５分）
東京本部 〒135-8137 東京都江東区豊洲5-6-52 
NBF豊洲キャナルフロント
（東京メトロ有楽町線 豊洲駅6a出口より徒歩8分）



1946年に創設以来、PHP研究所は世と人の繁栄、平和、

幸福の実現を願い、政治や経営、生き方を中心とした研

究活動、月刊誌『PHP』等の雑誌や書籍の出版活動、社

会啓発を目的とした社会貢献事業や教育活動に取り組

んできました。

そうしたこれまでの蓄積を基に、混迷を極める今日の世

界に対し新たな取り組みを開始いたします。

PHP FRIENDSHIP CLUBSは、新たに「PHP Business 

Studies Program」事業を推進します。

また、各国の会員の力を合わせて、相互の学び、交流、

社会貢献事業を推進し余す。

▶ PHP FRIENDSHIP CLUBSとは



□ 交流会の開催

・各国ごとの交流会開催、会報誌の制作

・国を超えた交流会の開催

□ 社会貢献事業

・各国ごとの社会貢献事業(クリーン活動、施設へのボランティア)

□ 研究活動

・社会啓発、教育事業

▶ PHP FRIENDSHIP CLUBSの今後の活動



＜入会資格＞

当クラブの目的に賛同し、提供するサービスを活用したいと

願われる方はどなたでも会員になることができます。

＜正会員＞

当クラブの目的に賛同し入会した個人

年会費 Rp.1.330.000,-

＜法人賛助会員＞

当クラブの目的に賛同し入会した法人

年会費 Rp.13.300.000,-

※法人賛助会員特典として、社員教育やお得意先向けのセミナーの企画立案、支
援を特別価格で受けることができます。

▶ PHP FRIENDSHIP CLUBSへの入会について


