平成 30 年 4 月 3 日

お客さまのニーズにお応えします
業種別セミナー「名銀イノベーション」開催！
～卸売業さまを対象～
名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、“第 3・4・5・6 回「名銀イノベーション」卸売業向けセミ
ナー”を下記の通り開催いたしますのでお知らせします。
本セミナーは、業種別にお客さまの販路拡大・新規事業展開にスポットを当て開催する「名銀
イノベーション」のシリーズ企画となります。
今回は卸売関連の事業者さまを対象として、
「食品卸売業」
・
「住宅資材卸売業」
・
「機械・機械工
具卸売業」
・
「アパレル卸売業」の 4 つのテーマに分け、商材別のより詳しい情報を株式会社船井
総合研究所と株式会社アイルよりお招きした講師に解説していただきます。
なお、
「名銀イノベーション」は今後も様々な業種を対象に、定期的に開催する予定です。

記

第 3・4・5・6 回 「名銀イノベーション」 ～卸売業向けセミナー～

タイトル

第3回

平成 30 年 5 月 22 日（火）14:00～16:30

「食品卸売業向け」

開催日時

第4回

平成 30 年 6 月 6 日（水）14:00～16:30

「住宅資材卸売業向け」

対象業種

第5回

平成 30 年 7 月 10 日（火）13:30～16:30

「機械・機械工具卸売業向け」

第6回

平成 30 年 7 月 25 日（水）14:00～16:30

「アパレル卸売業向け」

名古屋銀行ハートフルプラザ

会

場

主

催

名古屋銀行

講

師

株式会社船井総合研究所 ・ 株式会社アイル

対

象

卸売関係事業者

名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング 16 階

参加費

無

定

各回 20 名程度

員

料

「第 3 回 名銀イノベーション」
【食品卸売業向け】
第一部
第二部
第三部

(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『食品卸売業の時流適応戦略』
(講師)株式会社アイル
(講演)『企業間取引の業務時間大幅削減(早朝出勤を解消！)食品卸における BtoB 向け EC システムの導入』
(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『食品卸売業がこれから取り組むべき 3 つのポイント』

「第 4 回 名銀イノベーション」
【住宅資材卸売業向け】
第一部
第二部
第三部

(講師)株式会社船井総合研究所
(講演）
『増税後はこうなる！ズバリ当たる業界予測』
(講師)株式会社アイル
(講演)『企業間取引の業務時間大幅削減！住宅資材卸における BtoB 向け EC システムの導入』
(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『最新ヒット商品とその成功の秘密公開セミナー』

「第 5 回 名銀イノベーション」
【機械・機械工具卸売業向け】
第一部
第二部
第三部

(講師)株式会社船井総合研究所
『デジタル・AI・EDI 時代における機械卸・機械工具卸の 時代適応戦略』
(講演）

(講師)株式会社アイル
(講演)『企業間取引の業務時間大幅削減！機械・機械工具卸における BtoB 向け EC システムの導入』
(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『中小・地域密着型 機械卸・機械工具卸の為の、必ず成功する採用戦略』

「第 6 回 名銀イノベーション」
【アパレル卸売業向け】
第一部
第二部
第三部

(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『アパレル業界はもう本当にだめなのか？』
(講師)株式会社アイル
(講演）
『企業間取引の業務時間大幅削減！アパレル卸における BtoB 向け EC システムの導入』
(講師)株式会社船井総合研究所
(講演)『アパレル卸売業 勝ち残りの法則』

以

上

★ 食品卸売業の現状の課題や対応策、
受注増加に向けたＥＣシステムの
活用方法に関するセミナーです。
★ 食品卸売業の今後の展望にご興味を
お持ちの食品関連企業さま、是非
ご参加ください！

◆日程：平成30年5月22日（火）
◆時間：14：00～16：30
（受付：13：30～）
◆会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ
（名古屋市中村区名駅３-28-12
大名古屋ビルヂング16階）

◆定員：20名（ご予約制 先着順）

講演内容
第１部

『食品卸売業の時流適応戦略』
【講師】株式会社船井総合研究所 第四経営支援本部
フードビジネス支援部 グループマネージャー 花岡 良輔 氏
第２部

『企業間取引の業務時間大幅削減(早朝出勤を解消！)
食品卸におけるBtoB向けECシステムの導入』
～注文量アップ・既存顧客の囲い込みを実現した成功事例のご紹介～
【講師】株式会社アイル Ｗｅｂ推進部 江原 智規 氏

第３部

『食品卸売業がこれから取り組むべき３つのポイント』
【講師】株式会社船井総合研究所 第四経営支援本部
フードビジネス支援部 グループマネージャー 花岡 良輔 氏
※上記セミナーお申込方法につきましては裏面をご覧ください。
※一部内容が変更となる場合がございます。

下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。
参加証は発行いたしませんので、この申込書（控）を当日会場にご持参ください。

参加申込書
第3回「名銀イノベーション」 事務局
(法人営業部 法人コンサルティンググループ)

宛

FAX 052-962-7798

貴社名
部署・役職
お名前
ご住所

様
〒

お電話
お取引店

支店

セミナー終了後、講師（株式会社船井総合研究所・株式会社アイル）との
個別相談をご希望される方は下記に☑をお願いします。（先着順）

□

株式会社船井総合研究所

□

希望しない

□

株式会社アイル

※お時間の都合上、ご希望に添えない場合もございます。

【セミナー会場】
名古屋銀行 ハートフルプラザ
名古屋市中村区名駅３-28-12 大名古屋ビルヂング16階

※ハートフルプラザにはイセタンハウス1階Lifestyle
& Services 専用直通エレベーターをご利用いただき
16階までお越しください。

※本申込みやお問い合わせ時にお伝えいただく個人情報は、本セミナーの運営管理及び主催者・講演者の
ご案内等に利用させていただき、第三者に提供することはありません。
※個人情報の取り扱い、及び利用目的の詳細は:、https//www.meigin.com/をご覧下さい。
※定員は２０名です。定員となり次第、募集を終了いたします。
※当日はセミナー用駐車場がございません。公共交通機関をご利用ください。
※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合がございます。

【お問合せ先】
名古屋銀行 法人営業部 法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
(担当：杉浦・梶）
☎（０５２）９６２—４４８５
※セミナー当日の連絡先 ☎（０５２）５６２—０７５８

★ 住宅資材卸売業の現状の課題や対応
策、受注増加に向けたＥＣシステム
の活用方法に関するセミナーです。
★ 住宅資材卸売業の今後の展望にご興
味をお持ちの企業さま、是非ご参加
ください！

◆日程：平成30年6月6日（水）
◆時間：14：00～16：30
（受付：13：30～）
◆会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ
（名古屋市中村区名駅３-28-12
大名古屋ビルヂング16階）

◆定員：20名（ご予約制 先着順）

講演内容
第１部

『増税後はこうなる！ズバリ当たる業界予測』
～縮小市場でも業績を上げ続けるために今知っておくべきたった３つのこと～

【講師】株式会社船井総合研究所 第一経営支援本部
住宅支援部 チームリーダー 谷岡 佑亮 氏
第２部

『企業間取引の業務時間大幅削減！
住宅資材卸におけるBtoB向けECシステムの導入』
～注文量アップ・既存顧客の囲い込みを実現した成功事例のご紹介～
【講師】株式会社アイル Ｗｅｂ推進部 江原 智規 氏
第３部

『最新ヒット商品とその成功の秘密公開セミナー』
～売れ筋商品への対応で一気に業績を伸ばす方法～
【講師】株式会社船井総合研究所 第一経営支援本部
住宅支援部 チームリーダー 谷岡 佑亮 氏
※上記セミナーお申込方法につきましては裏面をご覧ください。
※一部内容が変更となる場合がございます。

下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。
参加証は発行いたしませんので、この申込書（控）を当日会場にご持参ください。

参加申込書
第４回「名銀イノベーション」 事務局
(法人営業部 法人コンサルティンググループ)

宛

FAX 052-962-7798

貴社名
部署・役職
お名前
ご住所

様
〒

お電話
お取引店

支店

セミナー終了後、講師（株式会社船井総合研究所・株式会社アイル）との
個別相談をご希望される方は下記に☑をお願いします。（先着順）

□

株式会社船井総合研究所

□

希望しない

□

株式会社アイル

※お時間の都合上、ご希望に添えない場合もございます。

【セミナー会場】
名古屋銀行 ハートフルプラザ
名古屋市中村区名駅３-28-12 大名古屋ビルヂング16階

※ハートフルプラザにはイセタンハウス1階Lifestyle
& Services 専用直通エレベーターをご利用いただき
16階までお越しください。

※本申込みやお問い合わせ時にお伝えいただく個人情報は、本セミナーの運営管理及び主催者・講演者の
ご案内等に利用させていただき、第三者に提供することはありません。
※個人情報の取り扱い、及び利用目的の詳細は:、https//www.meigin.com/をご覧下さい。
※定員は２０名です。定員となり次第、募集を終了いたします。
※当日はセミナー用駐車場がございません。公共交通機関をご利用ください。
※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合がございます。

【お問合せ先】
名古屋銀行 法人営業部 法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
(担当：杉浦・梶）
☎（０５２）９６２—４４８５
※セミナー当日の連絡先 ☎（０５２）５６２—０７５８

★ 機械・機械工具卸売業の現状の課題
や対応策、受注増加に向けたＥＣシ
ステムの活用方法に関するセミナー
です。
★ 機械・機械工具卸売業の今後の展望
にご興味をお持ちの企業さま、是非
ご参加ください！

◆日程：平成30年7月10日（火）
◆時間：13：30～16：30
（受付：13：00～）
◆会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ
（名古屋市中村区名駅３-28-12
大名古屋ビルヂング16階）

◆定員：20名（ご予約制 先着順）

講演内容
第１部

『デジタル・ＡＩ・ＥＤＩ時代における機械卸・
機械工具卸の時代適応戦略』
～次の大不況で本当の淘汰が始まる！デジタル・ＡＩ・ＥＤＩに勝てるビジネスモデル～

【講師】株式会社船井総合研究所 機械工具商社経営部会
主宰 上席コンサルタント 片山 和也 氏
第２部

『企業間取引の業務時間大幅削減！機械・機械工具卸に
おけるBtoB向けECシステムの導入』
～注文量アップ・既存顧客の囲い込みを実現した成功事例のご紹介～
【講師】株式会社アイル Ｗｅｂ推進部 江原 智規 氏
第３部

『中小・地域密着型 機械卸・機械工具卸の為の、
必ず成功する採用戦略』
～時代は媒体採用から自社サイトによるダイレクトリクルーティングへ～

【講師】株式会社船井総合研究所 機械工具商社経営部会
主宰 上席コンサルタント 片山 和也 氏
※上記セミナーお申込方法につきましては裏面をご覧ください。
※一部内容が変更となる場合がございます。

下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。
参加証は発行いたしませんので、この申込書（控）を当日会場にご持参ください。

参加申込書
第５回「名銀イノベーション」 事務局
(法人営業部 法人コンサルティンググループ)

宛

FAX 052-962-7798

貴社名
部署・役職
お名前
ご住所

様
〒

お電話
お取引店

支店

セミナー終了後、講師（株式会社船井総合研究所・株式会社アイル）との
個別相談をご希望される方は下記に☑をお願いします。（先着順）

□

株式会社船井総合研究所

□

希望しない

□

株式会社アイル

※お時間の都合上、ご希望に添えない場合もございます。

【セミナー会場】
名古屋銀行 ハートフルプラザ
名古屋市中村区名駅３-28-12 大名古屋ビルヂング16階

※ハートフルプラザにはイセタンハウス1階Lifestyle
& Services 専用直通エレベーターをご利用いただき
16階までお越しください。

※本申込みやお問い合わせ時にお伝えいただく個人情報は、本セミナーの運営管理及び主催者・講演者の
ご案内等に利用させていただき、第三者に提供することはありません。
※個人情報の取り扱い、及び利用目的の詳細は:、https//www.meigin.com/をご覧下さい。
※定員は２０名です。定員となり次第、募集を終了いたします。
※当日はセミナー用駐車場がございません。公共交通機関をご利用ください。
※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合がございます。

【お問合せ先】
名古屋銀行 法人営業部 法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
(担当：杉浦・梶）
☎（０５２）９６２—４４８５
※セミナー当日の連絡先 ☎（０５２）５６２—０７５８

★ アパレル卸売業の現状の課題や対応
策、受注増加に向けたＥＣシステム
の活用方法に関するセミナーです。
★ アパレル卸売業の今後の展望にご興
味をお持ちの企業さま、是非ご参加
ください！

◆日程：平成30年7月25日（水）
◆時間：14：00～16：30
（受付：13：30～）
◆会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ
（名古屋市中村区名駅３-28-12
大名古屋ビルヂング16階）

◆定員：20名（ご予約制 先着順）

講演内容
第１部

『アパレル業界はもう本当にだめなのか？』
～日本のアパレル業界のリアルな現状と課題～
【講師】株式会社船井総合研究所 第四経営支援本部
シニアエキスパート 岩崎 剛幸 氏
第２部

『企業間取引の業務時間大幅削減！
アパレル卸におけるBtoB向けECシステムの導入』
～注文量アップ・既存顧客の囲い込みを実現した成功事例のご紹介～
【講師】株式会社アイル Ｗｅｂ推進部 江原 智規 氏
第３部

『アパレル卸売業

勝ち残りの法則』

～これから取り組むべき3つのポイント～
【講師】株式会社船井総合研究所 第四経営支援本部
シニアエキスパート 岩崎 剛幸 氏
※上記セミナーお申込方法につきましては裏面をご覧ください。
※一部内容が変更となる場合がございます。

下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。
参加証は発行いたしませんので、この申込書（控）を当日会場にご持参ください。

参加申込書
第６回「名銀イノベーション」 事務局
(法人営業部 法人コンサルティンググループ)

宛

FAX 052-962-7798

貴社名
部署・役職
お名前
ご住所

様
〒

お電話
お取引店

支店

セミナー終了後、講師（株式会社船井総合研究所・株式会社アイル）との
個別相談をご希望される方は下記に☑をお願いします。（先着順）

□

株式会社船井総合研究所

□

希望しない

□

株式会社アイル

※お時間の都合上、ご希望に添えない場合もございます。

【セミナー会場】
名古屋銀行 ハートフルプラザ
名古屋市中村区名駅３-28-12 大名古屋ビルヂング16階

※ハートフルプラザにはイセタンハウス1階Lifestyle
& Services 専用直通エレベーターをご利用いただき
16階までお越しください。

※本申込みやお問い合わせ時にお伝えいただく個人情報は、本セミナーの運営管理及び主催者・講演者の
ご案内等に利用させていただき、第三者に提供することはありません。
※個人情報の取り扱い、及び利用目的の詳細は:、https//www.meigin.com/をご覧下さい。
※定員は２０名です。定員となり次第、募集を終了いたします。
※当日はセミナー用駐車場がございません。公共交通機関をご利用ください。
※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合がございます。

【お問合せ先】
名古屋銀行 法人営業部 法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
(担当：杉浦・梶）
☎（０５２）９６２—４４８５
※セミナー当日の連絡先 ☎（０５２）５６２—０７５８

