
 

 
 

平成２８年６月２０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 

「ＩＣＴ活用ビジネスモデル研究会～もうかる仕組みづくりを目指して～」の 

開催について 

○ 大阪商工会議所は、ＩＣＴを活用した企業の新たなビジネス展開を支援するため、８月から

「ＩＣＴ活用ビジネスモデル研究会」を４回にわたり開催します。 

 

○ＩＣＴを活用して独自のビジネスモデル構築に成功した企業の経営者らを招き、発想から実

現までの手法などを紹介するとともに、コーディネーターから「儲かる仕組みづくり」のポ

イントをアドバイスします。「ＩＣＴ×ビジネスモデル構築」をテーマに、「卸売」「製造」「流

通」と各分野の事例を紹介します。 

 

○【開催概要】 
日 時：平成２８年８月３日（水）、１０月４日（火）、１２月１４日（水） 
    平成２９年２月３日（金）  １５：００～１７：００（全４回共通） 
    （各回とも１７：００～１８：００に交流会実施） 

場 所：大阪商工会議所 地下１階２号会議室  

内 容：第１回 ８月３日（水） ＜ＩＣＴ×ビジネスモデル構築＞ 
【テーマ】儲かるビジネスモデル構築のポイント～ＩＣＴ活用で「今ある強み」 

に新しい価値を～ 
      【講師】日経ＢＰイノベーションＩＣＴ研究所 所長  桔梗原 富夫 氏  

第２回 １０月４日（火） ＜事例１（ＩＣＴ×卸売＞ 
【テーマ】全国初！野菜の産地直送専門受発注「のら産直システム」の可能性～ 

ＩＣＴで農家を飲食店と小売店及び一般消費者につなぐ～ 
      【講師】ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 代表取締役  河村 賢造 氏 

第３回 １２月１４日（水） ＜事例２（ＩＣＴ×製造＞ 

【テーマ】昼は設計、夜は設計の指示で無人加工を行う夢の「ヒルトップ 
システム」でオンリーワンを目指す 

      【講師】HILLTOP株式会社 代表取締役副社長 山本 昌作 氏 

第４回 ２０１７年２月３日（金） ＜事例３（ＩＣＴ×流通＞ 

【テーマ】取扱い商品 60万点！ネジ１本から当日発送できる国内最大級ネジ通販 
サイト「ネジクル」の「ネジ革命」 

      【講師】株式会社ツルガ 代表取締役社長 敦賀 伸吾 氏 

【コーディネーター】株式会社ロックオン 執行役員 宗平 順己 氏 

定 員：各回４０名（申込先着順） 

参加費：大商会員 28,000円 非会員・一般 44,000円（税込。４回全参加。懇親会費込） 

   大商会員 8,000円 非会員・一般 12,000円（税込。１回 1人分。懇親会費込） 

以 上 

＜添付資料＞「ＩＣＴ活用ビジネスモデル研究会～もうかる仕組みづくりを目指して～」案内状 

【お問合先】 
大阪商工会議所 中小企業振興部（田中） 
ＴＥＬ：０６－６９４４－６４７３ 

 

記者配付資料 



 

 

 

事例と異業種のビジネスモデルに学ぶ 
ICT活用ビジネスモデル研究会 
～もうかる仕組みづくりを目指して～ 

ICT 技術の目覚ましい進歩があらゆる産業、企業に大きな構造変化をもたらす中、それを活用し
た独自のビジネスモデルを構築した企業の多くは高収益を実現しています。 
このたび、大阪商工会議所では、ICT を活用して独自のビジネスモデル構築を検討している企業

及び新しいビジネスモデルを提案したい IT企業を対象に、「ICT活用ビジネスモデル研究会」（全 4
回）を開催し、新たなビジネス展開を支援いたします。 
各回、ICT ビジネスモデルに詳しい専門家や実際のビジネスモデル構築に成功した企業の経営者

をお招きし、ビジネスモデル構築の発想、実現手法などについてお話しいただくと共に交流会を開
催いたします。是非この機会に奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 
日時 

2016 年 8 月 3 日(水)、10 月 4 日(火) 
12 月 14 日(水)、2017 年 2 月 3 日(金) 
15:00～17:00【全 4回】（各回共 17:00～18:00 に交流会実施） 
場所 
大阪商工会議所 地下１階２号会議室（大阪市中央区本町橋２－８） 
 
プログラム ※テーマは変更する場合があります                 
第１回 8 月 3 日（水）≪ICT×ビジネスモデル構築≫ 
【講演テーマ】儲かるビジネスモデル構築のポイント 
       ～ICT活用で「今ある強み」に新しい価値を～ 
【内容】ICT を活用して「今ある強み」に新しい価値を加え、競争に勝ち抜き、収益を

あげるビジネスモデルの構築について、豊富な経験を有する斯界の専門家の桔
梗原富夫氏が具体的な事例を紹介しながら、そのポイントを解説します。 

【講師】日経 BPイノベーション ICT研究所 所長  桔梗原富夫 氏 
 

第２回 10 月 4日（火）≪事例 1（ICT×卸売）≫ 
【講演テーマ】全国初！野菜の産地直送専門受発注「のら産直 

システム」の可能性～ICTで農家を飲食店と 
小売店及び一般消費者につなぐ～ 

【内容】多アイテムと小ロットに対応し、必要な時に必要な量の注文に応じ、野菜を産
地より直接飲食店や小売店、一般消費者に届ける独自開発の産地直送専門受発
注システムについて、その発想と仕組みを解説します。 

【講師】ﾄﾞｸﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞ･ｱｰｽ株式会社 代表取締役  河村賢造 氏 
 

第３回 12 月 14日（水）≪事例 2（ICT×製造）≫ 
【講演テーマ】昼は設計、夜は設計の指示で無人加工を行う夢の

「ヒルトップシステム」でオンリーワンを目指す 
【内容】アルミ精密機械加工の町工場が脱下請けのため、徹底した加工技術のデータ化

と標準化によって作り上げた「ヒルトップシステム」。昼間は加工のためのプロ
グラム作り、夜はその指示通りに最先端機械で完全無人加工を行う。その着眼
点とシステム構築の概要を解説します。 

【講師】HILLTOP株式会社 代表取締役副社長 山本昌作 氏 
 

第４回 2017 年 2月 3 日（金）≪事例 3（ICT×流通）≫ 
【講演テーマ】取扱い商品 60万点！ネジ１本から当日発送できる国

内最大級ネジ通販サイト「ネジクル」の「ネジ革命」 
【内容】業務の見える化で従業員の効率アップをはかり、ネジ１本から当日に全国どこ

へでも発送可能な国内最大級のネジ通販サイト「ネジクル」。「ネジ革命」を起
こした発想と構築の方法を解説します。 

【講師】株式会社ツルガ 代表取締役社長 敦賀伸吾 氏 

主催 

 
 
対象（各回共申込先着 40名） 
○ICTを活用した新規事業など検討 
を希望する在阪の中堅、中小企業 
の経営者、担当者 

○ICTシステム開発企業などの経営 
者、担当者 

○その他新規事業の開発に関心の 
ある企業関係者 

 
 
 
 
○大商会員 

28,000 円 
○非会員・一般 

  44,000 円 
 
 
○大商会員 

8,000円 
○非会員・一般 

  12,000円 
※非会員の方は、この機会に是非会員への 
加入をお願い致します 

 

コーディネーター 
株式会社ロックオン  
執行役員 宗平 順己 氏 
（元オージス総研執行役員） 
 
お申込み 
大阪商工会議所ホームページ 
または FAX（裏面の申込書）にてお
申込みください 
※申込締切：各回共定員に達し次第
締め切らせていただきます 

 

お問合せ 
大阪商工会議所 中小企業振興部
経営相談室 
（担当：田中） 
TEL: 06-6944-6473 

参加費（税込） 
(４回全参加。懇親会費込) 

参加費（税込） 
(1回 1人分。懇親会費込) 



【講師紹介】 
第１回  日経 BPイノベーション ICT研究所 所長   桔梗原 富夫 氏 
1987年に日経 BP入社。一貫して ICT分野担当。「日経コンピュータ」「日経WindowsNT」などの記者・副編集長と
して、主に企業情報システムの動向や ICTベンダーの経営・製品戦略を取材・執筆。「日経 IT21」編集長、「日経ソリ
ューションビジネス」編集長、「日経コンピュータ」編集長を歴任し、2010年コンピュータ・ネットワーク局長、2012
年執行役員、2013 年 1 月より現職。豊富な経験と知見を活かし、ICT 活用によるイノベーション創出や攻めの ICT
経営などをテーマに幅広く活動している。 
 
第２回 ﾄﾞｸﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞ･ｱｰｽ株式会社 代表取締役     河村 賢造氏 
1979年大阪府生まれ。滋賀県立大学在学中より農業に強い関心をもち、一度化学メーカーに就職するも、農業への思
いが忘れられず、産地直送野菜を扱う青果小売店に転職。2007年関西初の産地直送小売店「野菜ソムリエの店のら千
里中央店」を立ち上げて独立。その後、日本初の野菜産地直送受発注「のら産地直送システム」を開発し、飲食店向
け卸売事業で累計 800店舗との取引を実現。現在は小売店向け卸売事業やギフト向け卸売事業等幅広いチャネルに対
して事業を展開中。2015年経済産業省攻めのＩＴ経営中小企業百選等受賞。 
 
第３回 HILLTOP株式会社 代表取締役副社長    山本 昌作 氏 
1977 年立命館大学経営学部卒業。同年（有）山本精工入社。1980 年株式会社に改組、常務取締役に就任。2003 年
より現職。大手自動車メーカーの下請けとしてコストダウンの要求に嫌気がさし、独自の変種変量生産システムであ
る「HILLTOP システム」を確立、24 時間無人稼動の生産システムを実現する。このシステムは多くの顧客から支持
され、現在の取引社数は 1000社を超える。2013年、アメリカカリフォルニア州に進出。2014年、社名を「HILLTOP
株式会社」に変更。名古屋工業大学工学部非常勤講師、大阪大学非常勤講師なども務める。 
 

第４回 株式会社ツルガ 代表取締役社長      敦賀 伸吾 氏  
1973年兵庫県生まれ。大学卒業後、アジア航測株式会社を経て 1999年家業である株式会社ツルガを継承。2003年
より製造現場の加工技術を大手企業に紹介する「ネジ革命事業」を開始。2008年からは国内最大級のネジ通販サイト
「ネジクル」を運営する。関西ＩＴ百撰最優秀賞受賞・経済産業省ＩＴ経営力大賞 審査委員会奨励賞受賞・クローズ
アップ現代「クラウドの衝撃」出演。大阪大学非常勤講師（ＩＣＴと社会）も務める。 
 

コーディネーター 株式会ロックオン 執行役員  宗平 順己 氏 
京都大学理学部大学院中退後、総合電機メーカーを経て、1986年に㈱オージス総研入社。コンサルディング部長、ソ
フトウェア工学センター長を経て、2012年 4月に取締役執行役員技術部長就任。2014年 4月に㈱ロックオン入社。
特別顧問、商流プラットフォーム事業本部長を経て、2015年 10月に執行役員就任。 
 
【お申込み】 
①各回共開催１５日前までに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの申込ﾌｫｰﾑからお申込みいただくか、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込
みください。 
②受講申込後、各回共開催１０日前までに受講料を下記いずれかの口座にお振込みください。（※振込手数料は貴社にてご負担ください） 
③入金確認後、開催１週間前までに受講票をE-mail（メールアドレスをお持ちでない場合はFAX）でお送りします。受講料の 
返金は致しかねますので、お申し込みご本人様のご都合が悪い場合は、代理の方のご出席をお願いします。 
★振込み先  三井住友銀行    船場支店 （当座） ２１０７６４ 

りそな銀行  大阪営業部 （当座） ８０８７２６  ★振込み先口座名：大阪商工会議所 
三菱東京ＵＦＪ銀行  瓦町支店 （当座） １０５２５１                  （ｵｵｻｶｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ） 
 ※上記３行と埼玉りそな銀行各本支店 ATMからのお振込みの場合、振込手数料が不要です。 
※ご依頼人番号「9109400111」の10ケタをご入力ください。 

【お問合せ】大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室（担当：田中） TEL: 06-6944-6473 FAX: 06-4791-0444  
FAX：06-4791-0444 ＊番号をお間違えのないようお願いします            大阪商工会議所経営相談室 田中行 

「ICT活用ビジネスモデル研究会」(全4回。2016/8/3,10/4,12/14 2017/2/3) 参加申込書 
会社名カナ  

会社名  
 

氏 名  部署・役職  

住 所 （〒   -     ） 

TEL  FAX  

E-mail  

会員区分 □会員（K   －     －       ）     □非会員・一般 

受講料 ①       円を   月   日に        銀行        支店から振り込みます。 
② 振込み人名義（カナ                              ） 

※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供(E-mailによる事業案内を含む)のために利用するほか、講師には参加者名簿としてお渡しします。 
 

参加 □4回全参加 
□第１回（8/3）  □第２回（10/4） 

 □第３回（12/14）  □第 4回（2017/2/3） 
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