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２０２０年６月２２日 

 

株 式 会 社 岩 手 銀 行 

 

「いわぎんコンサルティング株式会社開業＆株式会社日本Ｍ＆Ａセンター盛岡オフィス開設 

記念オンラインセミナー」の開催および参加者の募集について 

 

 岩手銀行（頭取 田口 幸雄）では、2020年 4月 1日にコンサルティング専業グループ子会社として

いわぎんコンサルティング株式会社（代表取締役 佐々木安浩）を設立し、開業に向けた諸準備を進めて

まいりましたが、おかげさまで予定どおり来る７月１日に開業する運びとなりました。 

いわぎんコンサルティング株式会社の開業を記念するとともに、本年 4月に開設された株式会社日本

Ｍ＆Ａセンター盛岡オフィス開設を記念いたしまして、当行と両社の 3社共催によるセミナーを下記の

とおり開催いたしますので、お知らせいたします。 

 なお、開催にあたっては、お客さまの健康・安全を最優先にオンラインによるセミナーといたします

ので、この機会にご活用いただきますよう、ご案内申しあげます。 

 

※ 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター…（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 三宅 卓） 

 東京証券取引所一部上場のＭ＆Ａ仲介業者。313 の地域金融機関と 899 の会計事務所をはじめ国内

最大級のＭ＆Ａネットワークを構築（2020 年 3 月末時点）。創業からのＭ＆Ａ累計は 5,000 件を超える

業界最大手企業。 

 

記 

１．開催概要 

（１）日 時 

   2020年７月７日（火） 

   15：30 ～ 17：00 

（２）主 催 

   当行、いわぎんコンサルティング株式会社、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

（３）開催方法 

   オンライン会議システム「Webex」を利用して開催 
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（４）参加費 

   無 料 

（５）プログラム 

   開会のあいさつおよび会社紹介 

いわぎんコンサルティング 代表取締役 佐々木 安浩 氏 

第１部「Withコロナを生き抜く経営戦略～すべての企業・経営者への提言～」 

講師：日本Ｍ＆Ａセンター 代表取締役社長 三宅 卓 氏 

第２部「コロナショックへの対応方法～今経営者が決断すべきこと～」 

講師: 日本Ｍ＆Ａセンター 金融法人部 経営支援室長 笹 雄一郎 氏 

    

２．申込方法 

  別紙パンフレットに記載の日本Ｍ＆Ａセンターのホームページからの申込み 

※ 事前ＦＡＸによる申込も可 

 

３．留意事項 

  本セミナーはオンライン会議システム「Webex」を利用したオンラインセミナーです。参加に

あたっては、パソコンやスマートフォン等の情報機器および通信環境が必要となりますので、ご準備

をお願いいたします。また、通信費はご参加者様負担になるほか、利用方法やアクセスの不具合に

関してサポートを出来かねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

以 上 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

岩手銀行 法人戦略部 事業承継・Ｍ＆Ａ担当 

担当 佐藤 電話：０１９－６２４－８２４５（直 通）  

いわぎんコンサルティング 事業承継支援部 

担当 木立（キダチ） 電話：０１９－６２４－８３４４（直 通）  



日本Ｍ＆Ａセンターが考える
すべての企業・経営者への提言

Withコロナ新時代！

危機に強い会社に
なるために

経営者に残された選択肢と
は?!

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆

株式会社日本M&Aセンター
盛岡オフィス開設記念オンラインセミナー

7月7日（火）開催

【共催】 東証一部 2127
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　新型コロナウイルスは、これまで誰も経験したことのない恐怖、いつ収
束するのか、そして第二波がいつ起こるのかという不安を生みました。

ヒトとヒトの物理的な距離を保つ、密を避けた行動、これまでとは
異なる生活様式への変化を求められました。
　当然、経済活動にも大きな変化をもたらしています。
例えば、飲食店であれば10席を稼働させて収益を保っていたはず
が、ソーシャルディスタンスを確保した半分の５席で収益をあげな
ければならなくなるのです。

　これまでのビジネスモデルの延長では、生き残れなくなって
います。

　コロナを境に、過去の経験が全く役に立たない世の中に、変わっ
てしまったのです。

今後も、コロナのみならず、災害や政治的なリスクな
ど様々な“危機”が起こるでしょう。

　今、すぐに戦略を根本から見直してお
かなければ、今を生きながらえたとし
ても、次は生き残ることはできないの
です。

世界が変わった。
今、経営が変わらな
ければ“次”はない！

一本足打法からの脱却

エリア分散

販売ルートの多様化

サプライチェーンの確保
日本M&Aセンター
代表取締役社長
三宅　卓

　我々は、“危機に強い会社”になるため
には、パートナー戦略を取るしかないと
考えています。
　なぜなら、”今すぐに“リスク分散でき
る事業構造への抜本的な改革をする必要
があるからです。
　リスク分散できる事業構造とは、例え
ば以下が考えられます。
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世の中に不要な会社などありません。いかに存続し、経済を維持・発展していくか。
共に考えていきましょう。

世界が変わった。
今、経営が変わらな
ければ“次”はない！

パートナー戦略により、企業は生き残ることができます。
さらに、危機に強い会社に革新することができます。

まず新たなビジネスモデルを
創造してからでないと承継す
るのはリスク

パートナー戦略 親族への
事業承継

平 時

非常時

買 収 大手の傘下入り
自助努力 上 場

　平時には、様々な戦略が有効
ですが、今回のようなゲームチェ
ンジを起こし得る非常時におい
て、有効な戦略は極めて限られ
ます。
　非常時は、経営判断を先延ば
しできず、即時に対応しなけれ
ばならないのです。この時最も
有効なのは、パートナー戦略（買
収・大手の傘下入り）なのです。

非常時だからこそ
パートナー戦略を検討すべき

◎申し込み視聴方法は、同封されている『申し込み書』をご覧ください。

講演テーマ

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆

株式会社日本M&Aセンター
盛岡オフィス開設記念オンラインセミナー

第1部 Withコロナを生き抜く経営戦略
～すべての企業・経営者への提言～
三宅 卓（日本M&Aセンター 代表取締役社長）

第2部 コロナショックへの対応方法
～今経営者が決断すべきこと～
笹 雄一郎（日本M&Aセンター 金融法人部 経営支援室長）

共催：岩手銀行・いわぎんコンサルティング株式会社・日本M&Aセンター

7月7日（火）15時30分～17時00分オンラインセミナー日時

開会のあいさつおよび会社紹介 佐々木安浩（いわぎんコンサルティング株式会社 代表取締役）
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特別
ご招
待

参加
費無
料

役職

携帯番号 様
※複数名の方でご使用されている共有アドレスはお避けください。メールにて受講票をお送り致します。

貴社名

会社所在地

部署

参加者名

Eメール

年代

お立場

＠

備考欄

※受講票はEメールにてお送りいたします。必ず、Eメールをご記入ください。
※お客様からご提供頂いた個人情報は備考欄記載の紹介機関と株式会社日本M&Aセンター・岩手銀行・いわぎんコンサルティング
株式会社との間で共有いたします。

※ご記入頂いた情報につきましては、各種サービスのご案内・ご提供のためにのみ利用し厳重に保管・管理及び廃棄いたします。

お申込み（複数名でご参加をご希望の場合は、本紙をコピーしてご使用ください）

□第三者株主
□経営者（オーナー）

※紙での受講票が必要な方は、以下にご記入ください。（開催1週間前を目安にお送り致します）

□オーナー配偶者
□経営者（株保有なし）
□オーナーその他親族

□オーナーご子息・ご子女
□役員・社員 □その他（　 　　　　）

個別相談

申込送付先 7月6日㊊までにお申し込みください

03-6689-1462FAXから

https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/WEBから

□３０代以下
□６０代前半

□４０代
□６０代後半

□５０代
□７０代～

□希望する ※個別相談をご希望の方には日程調整の
ご案内を差し上げます。

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆株式会社日本M&Aセンター盛岡オフィス

開設記念オンラインセミナー

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆株式会社日本M&Aセンター盛岡オフィス

開設記念オンラインセミナー

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆株式会社日本M&Aセンター盛岡オフィス

開設記念オンラインセミナー

日時：7月7日㊋   15時30分～17時00分 共催：岩手銀行・いわぎんコンサルティング株式会社・日本M&Aセンター

第1部 Withコロナを生き抜く経営戦略 ～すべての企業・経営者への提言～
■三宅　卓（日本M&Aセンター 代表取締役社長）

第2部 コロナショックへの対応方法 ～今経営者が決断すべきこと～
■笹　雄一郎（日本M&Aセンター 金融法人部 経営支援室長）

視聴方法

開会のあいさつおよび会社紹介　■佐々木　安浩（いわぎんコンサルティング株式会社 代表取締役）  

いわぎんコンサルティング株式会社開業
＆株式会社日本M&Aセンター盛岡オフィス

開設記念オンラインセミナー




