
企業ＯＢの技能伝承と実務代行で更なる飛躍を

     

    

   

中小・ベンチャー企業のための会員制による技能伝承・実務代行機関

一般社団法人ビジネスライブの会

法人会員募集のご案内

企業の経営資源であるノウハウは日常業務の試行錯誤のなかから生まれ蓄積されます。しかし、

企業を取り巻く経営環境が劇的に変化し経営のスピード化が求められるなか、試行錯誤自体も効率

よく行う必要があります。

一方、ノウハウには、普遍と特殊の２つの側面があります。普遍的ノウハウは業種単位で活用で

きる基本技能とも言えます。また特殊的ノウハウは普遍的ノウハウが礎となり進化しています。し

たがって、長年大手企業が培ってきた優れた普遍的ノウハウを直々に学び体得し、自社内に取り込

んでいくことが中小・ベンチャー企業が更なる飛躍をするうえで得策と言えます。

当会は、大手企業で活躍してきた退職者が中心となって個人会員を構成し、個人会員による法人

会員への技能伝承を主たる事業形態としております。また、貴社が大きな実を確実に結ぶことが

できるよう、行政、公的機関・研究所はじめ各種団体や外部のあらゆる各種専門家や専門会社と  

広範なネットワークを形成し「最適な土壌づくり」に徹すると共に、法人会員企業間の連携・提携

も積極的に推進し、中小・ベンチャー企業が外部に求めている真のサービスを必要な時に高品質

低価格で提供いたします。

貴社 （樹社）

一般社団法人ビジネスライブの会（ＢＬ）

ビジネス

代行会社

外部機関・団体・専門家

ＢＬ

企業支援スタッフ

ＢＬ

企業支援スタッフ

ＢＬ

法人会員企業

外部機関・団体・専門家

ＢＬスタッフ

ＢＬ

企業支援スタッフ



文書作成から各種業務改善、経営改革に至るまで
業界・業種を問わず中小零細企業のあらゆる課題やご要望・ニーズに

トータルにタイムリーに低価格でお応えします。

日頃、こんな事で困ったり、こんな課題に直面していませんか？

★ 外部の専門家に色々と相談をしたいが、相談相手がわからない。

★ 恥じることなく何でも気軽に聞ける外部専門家が身近にいない。

★ 業務改善に取り組んでいるが、なかなか成果につながらない。

★ 新しいことに取り組みたいが実務経験がないので、ＯＪＴ的に指導して欲しい。

★ 外部専門家に相談したいが、現場を離れないので諦めている。（本音は来て欲しい）。

★ ワンポイントでほんの些細なことだけどサポートしてもらえると助かるのだが･･･。

★ 社内の人手不足で業務が滞りがちで、できれば外部に業務の代行をお願いしたい。

★ 大手企業に提案をし、自社のオンリーワン技術をＰＲしたい。

★ 外部の力を借りて事業の立て直しをしたり事業を大きくしたい。

当 会 の 特 徴

中小・ベンチャー企業では、多くの業務を兼任している社員が殆どであり、業務改善が進まない、時間が足りず後回しや手つかず

状態の業務が多数存在しているのが実情です。また、優れた技術やサービスを保有しつつも、営業力が伴わずにビジネスチャン

スを逸していることも少なくありません。

そこで、当会では、そうした中小・ベンチャー企業の実情の打破に取り組むべく、貴社の片腕となれるよう技能伝承、コンサルテ

ィングや研修だけでなく実務代行も承り、まさに中小・ベンチャー企業のための「痒いところに手が届くサービス」をリーズナブルな

価格で提供します。

一流企業退職者による高品質低価格サービスの実現

大企業への提案の機会を提供

“貴社の顧問”として必要な技能を face to face で伝授

共創精神に基づく提案型サービスで企業力向上を支援

１

２

３

４

５ 何でも気軽に相談できるワンストップサービスも確立

経済性

信頼性

利便性

総合性

的確性

共創性

サービスの本質

経営改革のための

外部機関活用の

ポイント

等々

一般社団法人ビジネスライブの会とは

当会の前身は、１９８７年 10 月に、故 日比野 勧の提唱により“生涯現役、仕事を通して社会に参画” をモットーに、 定年退職者

が、定年後「生きがい、健康、ビジネス」の三位一体となった定年退職者の生活の質向上と社会貢献の場として発足しました。

以来、２５年の歳月を経て、団塊の世代の定年退職を迎え、技術立国ニッポンを支える中小・ベンチャー企業の技能向上の重要

性が高まるなか、中小・ベンチャー企業への技能伝承をより一層推進すべく、一般社団法人へと移行いたしました。   

★ 外部に依頼するといくらお金がかかるか不安である。



■サービスの種類

１．個別サービス

    法人会員が抱える経営や業務上のあらゆる課題、要望やニーズに対して、当会個人会員による個別指導のほか、ワン  

ストップサービスの体制も整えて、会員企業を全方位から個別支援します。

２．公開サービス

    経営者の関心の高いテーマについては、当会で会員を対象とした各種講演会やセミナー、施設見学会等を実施します。

３．会員交流サービス

   会員交流会の企画・実施の他、事務局で法人会員企業同志のビジネスマッチングの機会を探り提供いたします。

■個別サービスの内容

当会で提供可能な具体的な個別サービスは下記のとおりです。

他の機関や団体にない究極のワンストップサービスでお応えいたします。

サービスの内容

当会の運営ネットワーク

■各種専門会社

  記帳代行、秘書（電話・受付）代行、営業代行（セールス

レップ）、データ入力代行、貿易代行、等々

【経営全般】

□経営分析 □経営計画 □金融機関向け事業計画書 □危機対策として事業継続マネジメント □グループ経営

□事業承継（後継者育成） □新規事業開発 □事業売却・買収（Ｍ＆Ａ） □株式公開 □海外進出 □その他

【総務・人事・労務関連】

□各種ビジネス文書作成 □会社案内書作成 □自社サイト制作、リニューアル □ビジネスマナー習得 □秘書実務習得

□就業規則 □給与計算・年末調整 □賃金体系 □人事制度・評価 □雇用保険・健康保険・労災保険 □年金制度

□労使改善 □退職金制度 □非正規社員雇用管理 □高齢者継続雇用 □人材募集 □雇用調整 □メンタルヘルス

□ＩＳＯ取得 □プライバシーマーク取得 □クレーム対応 □情報セキュリティ □社内ＩＴ化 □助成金申請 □許認可申請

□各種教育研修 □記念行事企画 □在宅勤務制度導入 □外国人研修制度活用 □その他

【財務・法務関連】

□簿記習得 □財務諸表の見方 □資金繰り・資金調達 □契約書・覚書の作成 □相続税対策 □節税対策

□不良債権処理 □資産運用 □知的財産管理（特許、実用新案、商標、意匠） □連結決算 □その他

【生産・資材調達・物流関連】

□実地棚卸と在庫管理 □在庫の適正化 □不良率削減、歩留まり向上（品質管理強化） □現場改善 □原価計算

□技術提携 □委託生産 □工場の海外移転 □資材管理 □物流ミスやコスト削減 □仕入先の与信管理 □その他

【マーケティング関連】

□売上拡大 □プレゼン資料・製品カタログの作成 □販路開拓（代理店募集） □新製品開発 □用途開拓 □営業企画

□社員の営業力強化 □市場調査 □顧客情報管理 □直営店の開業・運営 □店舗開発 □ＦＣ展開 □その他

【各種アウトソーシング】

  □記帳代行 □受付・電話応対代行 □営業代行（セールスレップ） □貿易業務代行 □通訳・翻訳者との契約

□その他専門家や業者紹介

■各種専門家

弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、

中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、

不動産鑑定士、土地家屋調査士、ファイナンシャル

プランナー、建築士、技術士、人事コンサルタント、

財務（資金調達）コンサルタント、資材調達コンサルタント、

物流コンサルタント、マーケティングプランナー、

リサーチャー（市場調査）、ＩＴコンサルタント、

各種研修講師（ビジネスマナー、話し方、コーチング）、

ISO 審査員、企業再生コンサルタント、任意売却仲介、

産業カウンセラー、心療医師、コピーライター、通訳・翻訳

インダストリアルデザイナー、ｗｅｂデザイナー、

人材派遣・紹介、キャリアカウンセラー（再就職支援）、

事業承継、事業のＭ＆Ａ仲介、筆跡鑑定士、等々

一般社団法人

ビジネスライブの会

（ＢＬ）

外部専門家

専門会社

公的機関・研究所

教育機関

各種団体
（工業会、協同組合等）

法

人

会

員



一般社団法人ビジネスライブの会（略称ＢＬ）概要

目 的： 当法人は、個人会員が永年培った知識、経験、人脈を結集し、企業の業務支援と会員間の相互交流を通じ、個人会員の

健康・仕事・生きがいを達成し、生涯現役のライフスタイルを創出し、高齢化社会の活性化に貢献することを目的とする。

創 設： １９８７年 （昭和６２年） １０月３１日 （前身 ビジネスライブの会）

設 立： ２０１３年 （平成２５年） １１月２２日

役 員：  

所在地： 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 2307 TEL：０６-６1４7-９８８０

事業内容： １．会員相互の協力による経営・事業課題への個別サービス事業（コンサルティング等）

２．主に会員企業を対象とした公開サービス事業（講演会、ライセンスビジネス、等）

３．会員交流事業（個人会員間の親睦、法人会員間の協同・連携の機会の創出支援）等

４．健康・仕事・生きがいを達成するために必要な付帯事業

一般社団法人ビジネスライブの会
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 2307 TEL：０６-６1４7-９８８０ FAX：０６-６１４７-２３７９
E-mail: mrhiro@a011.broada.jp URL: http://business-live.sakura.ne.jp

お問い

合わせ先

【募集対象と条件】

業界や業種は問いませんが、下記の２つの条件を満たす企業および個人事業者を対象とさせていただきます。

・会社登記をしている企業および確定申告をしている個人事業者

・自社の経営を改善・改革したいという意欲をお持ちの経営者

【入会費用】

  

※・入会時の入会費と年間の基本サービス料をいただきます。（年間基本サービス料の前全納）

・基本サービス料の年間とは、正式に書面で入会申し込みのありました月の翌月を起点として１年間とします。

・期中での退会については、理由の如何を問わず入会費および年間基本サービス料の返金は行いません。

【基本サービスの内容】

基本サービスには法人会員による情報発信も可能で、基本サービス料には下記のサービスが含まれます。

① 当会への各種ビジネス相談 （但し、個別相談については別途ご相談させていただきます。）

② 法人会員同志の交流推進（ビジネスマッチング創出のための他の法人会員のご紹介等）

③ 当会会員に案内したい情報がある場合は、当会事務局宛にその情報をメールでいただき、当会事務局を通じてタイムリーに

情報を発信できます。

＜発信活用例＞   ・自社で主催するイベントの告知案内     ・自社の新製品ＰＲと販路紹介のお願い  等
      

【入会の申込み方法】

別紙「法人会員入会規約」に同意のうえ、別紙「法人会員入会申込書」にご記入をいただき、当会宛てに郵送またはＦＡＸでご送信

ください。

【入会後のファーストサービス】

入会のお礼と貴社の事業内容を正しく理解するために、当会スタッフが貴社へ訪問し、情報交換させていただきます。貴社訪問に

より入手いただきました情報は、今後の貴社への個別提案サービスの参考にさせていただきます。なお、この費用は、入会費に

含まれております。

【費用のお支払方法】

入会申込書を受理後、当会から請求書（請求金額は入会費と年間基本サービス料の合計）を発行いたしますので、期日までに当

会指定口座へお振込みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担ください。

入会費 ２０,０００円 〈消費税別〉 年間基本サービス料 １２,０００円/年 （月額１,０００円相当） 〈消費税別〉

法人会員募集要項

会長

理事

理事

理事

理事

理事

監事

中川 義弘

太田 廣

小原 淳男

進藤 幸男

髙詰 充康

田中 松二

池田 惇一郎

元 電気メーカー 品質管理

元 電機メーカー 事業・製品開発管理

元 製紙・段ボール製造販売会社

元 日用品・調理家電 マーケティング

元 電気メーカー ＩＴ関連部門

元 石油卸売業 財務・経理

元 電機メーカー 海外事業

尾崎 俊夫

北谷 俊貴

須田 隆

田中 敏雄

萩原 國臣

理事

理事

理事

理事

理事･事務局長

元 機械メーカー 設計・品質保証

元 団体職員 企画開発

元 総合商社 財務・経理

元 百貨店本社 企画・宣伝

元 電子材料メーカー 営業戦略

2015.10

＜機密保持および個人情報のお取扱いについて＞

当会による会員へのヒヤリングならびに当会サービスを通じて知り得た会員情報は、会員の承諾なしに入会期間中はもとより、退会後も第三

者に対しては開示、漏洩いたしません。また、当会は、入会時にご記入いただきました個人情報につきましては、当会事務局の個人会員の情

報共有ならびに貴社に外部専門家をご紹介する際の基本情報として使用させていただく他、ビジネスマッチングの機会を希望される法人企

業には、事前に情報開示の了承の得てから他の法人会員に情報提供するうえで使用させていただきます。



法人会員 入会規約

（入会条件)

第１条 業界や業種は問いませんが、下記の３つの条件を満たす企業経営者および個人事業者を対象とします。

（１）会社登記をしている企業および確定申告をしている個人事業者

（２）自社の経営を改善・改革したいという意欲をお持ちの経営者

（入会申込）

第２条 当協会に入会しようとする企業、個人事業者は、別紙「法人会員入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、当会

     事務局までへ郵送またはＦＡＸにてご返信ください。

（入会費用）

第３条 入会申込書受理後、当会事務局より請求書を発行させていただきますので、期日までに当会指定の口座へお振込

みください。請求金額は、入会費 20,000 円（消費税別）と年額の基本サービス 12,000円（消費税別）の合計費

用となります。なお、期中での退会については、理由の如何を問わず入会費および残月分の基本サービス料の返

金はいたしません。また、振込手数料は貴社にてご負担ください。

（サービス期間）

第４条 年額の基本サービス料の適用期間は、正式に書面で入会申し込みのあたった月の翌月を起点として１年間とします。

（入会後のファーストサービス）

第５条 入会のお礼と貴社の事業内容を正しく理解するために、当会スタッフが貴社へ訪問し、情報交換させていただきま

す。貴社訪問により入手いただきました情報は、今後の貴社への個別提案サービスの参考にさせていただきます。

なお、この費用は、入会費に含まれております。

     

（基本サービスの内容）

第６条 基本サービスには法人会員による情報発信も可能で、基本サービス料には下記のサービスが含まれます。

（１）当会への各種ビジネス相談（但し、個別相談につきましては別途ご相談させて頂きます。）

（２）法人会員同志の交流推進（ビジネスマッチング創出のための他の法人会員のご紹介等）

（３）当会会員に案内したい情報がある場合は、当会事務局宛にその情報をメールでいただき、当会事務局を

通じてタイムリーに情報を発信できます。

〈発信活用例〉・自社で主催するイベントの告知案内 ・自社の新製品ＰＲと製品購入のお願い

(禁止事項)

第７条 法人会員は、以下の行動を禁止いたします。

（１）当会の承諾なしに、当会提携の外部専門家や専門会社と接触すること

（２）当会の指示なしに、直接当会個人会員と契約を行うこと

（３）当会の承諾なしに、当会より紹介した外部専門家や専門会社と別案件で直接相談すること

（４）その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること

(法人会員の喪失)

第８条 法人会員は次の事由によって入会資格を失い退会する。

    （１）更新時において年額の基本サービス料の支払期日までに入金確認ができないとき

    （２）法人格を喪失したとき

    （３）転居、行方不明など所在の知れないとき

    （４）理事会において第７条の事由により、除名の決議がなされたとき

(除 名)

第９条  法人会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。

    （１）第７条に定める禁止事項に違反したとき

    （２）その他、当会の活動を妨害したり当会の信用を失う行為があったとき

（機密保持および個人情報の取扱い）

第 10 条 当会による会員へのヒヤリングならびに当会サービスを通じて知り得た会員情報は、会員の承諾なしに入会期間中は

もとより、退会後も第三者に対しては開示、漏洩いたしません。また、当会は、入会時にご記入いただきました個人情報に

つきましては、当会事務局の個人会員の情報共有ならびに貴社に外部専門家をご紹介する際の基本情報として使用させ

ていただく他、ビジネスマッチングの機会を希望される法人企業には、事前に情報開示の了承の得てから他の法人会員

に情報提供するうえで使用させていただきます。

(免責事項) 

第 11 条 火災、停電、自然災害等の不可抗力その他不測の事態によりサービスの停止や中止のなりましても、その際に生

じた法人会員の不利益や損害については、当会ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

以 上

一般社団法人ビジネスライブの会

2014.5



一般社団法人ビジネスライブの会

法人会員入会申込書

年  月  日

一般社団法人ビジネスライブの会 御中

貴会活動の趣旨に賛同し、別紙の入会規約に同意し法人会員として入会いたします。

会社名

ふりがな

業種

□第一次産業 □建設業 □製造業

□情報通信業 □運輸業 □卸売・小売業

□金融・保険業 □不動産業 □飲食店・宿泊業

□医療・福祉   □サービス業

代表者

氏名

ふりがな             

役 職

所在地

〒
設立

西暦  大正 ・ 昭和 ・ 平成
     

年   月

資本金 万円

ＴＥＬ FAX 社員数     名

ＵＲＬ   決算月   月

担当者

氏名

ふりがな
担 当 者

所属・役職

E-mail： 携帯 TEL

■事業内容・貴社ＰＲ

■ご入会にあたり当会に期待するサービスやご要望等について、具体的にお聞かせください。

事務局記入欄〈個人情報のお取扱いについて〉

当会は、法人会員の個人情報の保護に努めております。なお、ご記入いただきました個人情報は、当会事務局の個人会員の情報
共有ならびに貴社に外部専門家をご紹介する際の基本情報として使用させていただく他、ビジネスマッチングの機会を希望される

法人企業には、事前に情報開示の了承の得てから他の法人会員に情報提供するうえで使用させていただきます。

ＦＡＸ ０６-６４５４-４３４９

入会紹介者

整理番号


