
 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 柴戸 隆成）は、GCA株式会社（代表取

締役 渡辺 章博）との共催により、「企業成長戦略セミナー」を開催いたします。 

 当日は、日本たばこ産業株式会社 元代表取締役副社長で、英国に拠点を置くグローバルたばこ企

業「ギャラハー社」の買収を手がけた新貝 康司氏による基調講演や、三井松島ホールディングス株

式会社 代表取締役会長の串間 新一郎氏を交えたパネルディスカッションを行います。企業の成長戦

略を考える貴重な機会ですので、是非ご参加ください。 

 当社グループでは、今後もお客さまの幅広いご要望にお応えするセミナーを開催してまいります。  

 

記 

＜開催概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 ※詳細につきましては、添付の案内チラシ兼参加申込書をご参照ください。 

 

 

セミナー名 
企業成長戦略セミナー 

～変化への対応から未来創造へ～ 

日 時 2018年11月29日（木） 14：00～16：15 （開場 13：30） 

会 場 FFGホール（福岡市中央区天神2-13-1 福岡銀行本店地下） 

内 容 

第1部：基調講演（14：00～15：15） 

 テーマ：「企業の成長戦略とM&A」 

 講演者：新貝 康司氏（日本たばこ産業株式会社 元代表取締役副社長） 

 

第2部：パネルディスカッション（15：25～16：15） 

 テーマ：「企業の成長戦略」 

 パネリスト：新貝 康司氏（日本たばこ産業株式会社 元代表取締役副社長） 

       串間 新一郎氏（三井松島ホールディングス株式会社 代表取締役会長） 

       白川 祐治（福岡銀行 代表取締役副頭取） 

       渡辺 章博（GCA 代表取締役/モデレーター） 

参 加 費 無料 

定 員 700名 ※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

申 込 

方 法 

ホームページ掲載の申込専用フォーム（https://www.fukuokabank.co.jp/forms/sp/senryakuseminar/） 

もしくは添付の案内チラシ兼参加申込書にご記入のうえFAXにてお申し込みください。 

主 催 ふくおかフィナンシャルグループ・GCA 

協 力 福岡銀行、熊本銀行、親和銀行、FFG証券 

News Release 
株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 

〒810-8693 福岡市中央区大手門1-8-3 TEL 092-723-2500（代表） 

http://www.fukuoka-fg.com/ 

 ふくおかフィナンシャルグループ・GCA（独立系アドバイザリーファーム）

との共催による「企業成長戦略セミナー」の開催について 

2018年10月24日 

《 本件に関するご照会先 》 

ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 居石・吉武 

TEL 092 – 723 – 2576 

以  上 

https://www.fukuokabank.co.jp/forms/sp/senryakuseminar/
https://www.fukuokabank.co.jp/forms/sp/senryakuseminar/


対  象

主  催

企業の経営者、企画・戦略担当者 受講料 無料
ふくおかフィナンシャルグループ、GCA

協  力 福岡銀行、熊本銀行、親和銀行、 FFG証券

平 成
30年 11月29日（木）
14：00～16：15（13：30～受付）

開
催
日
時

FFGホール
福岡市中央区天神2-13-1
福岡銀行本店内ホール

会 

場
定 

員
700名
※定員になり次第、
　締め切りとさせていただきます。

地元企業様の成長を全力でサポートするふくおかフィナンシャルグループと、
独立系M&AアドバイザリーファームであるGCAが、
皆様の成長戦略を後押しするため、セミナーを共催いたします。
JT元副社長で、英国ベースのグローバルたばこ企業「ギャラハー社」の
買収を手がけた新貝康司氏による基調講演や、
三井松島ホールディングス株式会社の串間新一郎会長を交えたパネルディスカッションを通じて、
企業の成長戦略を一緒に考えてみませんか？
日々変化する世界経済を生き抜き、この地から新しい未来を創造しましょう！

パネルディスカッション
「企業の成長戦略」をテーマとしたパネルディスカッションを行います。
〈パネリスト〉
● 新貝 康司氏（JT･元代表取締役副社長）
● 串間 新一郎氏（三井松島ホールディングス株式会社･代表取締役会長）
● 白川 祐治（福岡銀行･代表取締役副頭取）
● 渡辺 章博（GCA･代表取締役／モデレーター）

第2部

基調講演
「企業の成長戦略とM&A」をテーマに、
JT元副社長の新貝康司氏にご講演いただきます。

第1部

・1980年、京都大学大学院電子工学研究科、修士課程終了後、専売公社（現JT）
へ入社。たばこ製造部門、経営企画部でキャリアを積み、同社ニューヨーク事務
所所長代理、JT America Inc.社長を経て、1996年にJT経営企画部部長、
2001年JT財務企画部長として中期経営計画、企業買収プロジェクト等を担当。
・2004年、JT執行役員財務責任者（CFO）に就任。全社の財務、M&A統括を担務。
・2005年、JT取締役に就任。
・2006年、JT International社（ジュネーブ）の副社長、副CEOに就任（2008年
からCFOを兼任）し、英国ベースのグローバルたばこ企業「ギャラハー社」買収・
統合を指揮。
・2011年、JT代表取締役副社長に就任。
・2014年、株式会社リクルート・ホールディングス社外取締役に就任。
・2018年、アサヒグループホールディングス株式会社の社外取締役に就任。（現任）
・2018年、三菱UFJフィナンシャルグループ株式会社の社外取締役に就任。（現任）
・2018年、AIベンチャービジネスである株式会社エクサウィザーズの社外取締役
に就任。（現任）
・著書は「JTのM&A　日本企業が世界企業に飛躍する教科書」

講師

企業成長戦略セミナー
ふくおかフィナンシャルグループ・GCA共催

～変化への対応から未来創造へ～

スマホからの場合

パソコンからの場合

お申込み
方　法

福岡銀行のホームページまたは下記QRコードからお申込ください。

右のQRコードからアクセス後、
お申込みください。 お電話の場合 本件に関するお問い合わせ先

［受付時間］9：00～17：00 但し、銀行休業日は除きます。
TEL.092-723-2576

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 
元代表取締役副社長

新貝 康司氏
しんがい　　やすし

■ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部

〈GCAについて〉
2004年に日本で創業した東証一部上場（上場コード2174）の独立系M&A
アドバイザリー会社です。総勢400名を超える経験豊富なプロフェッショナルを、
世界18拠点（内、アジア地域6拠点）に配置し、日本企業の国内外でのM&Aを
強力にサポートいたします。
■拠点
東京・大阪・名古屋・上海・シンガポール・ムンバイ・デリー・台北・ホーチ
ミンシティ・サンフランシスコ・ニューヨーク・ロンドン・マンチェスター・
フランクフルト・ミュンヘン・チューリッヒ・ミラノ・テルアビブ

ふくぎんホームページの
トップ画面にある「おすすめ情報」
から「企業成長戦略セミナー」の
バナーをクリックしてお申込みください。 



スマホでのお申込み方法

FAXでの
お申込み方法

下記項目をご記入の上、FFG営業統括部宛に本用紙をFAXしていただき、お申込みください。
※先着順ですのでお早めにお申込みください。
※定員に達した場合のみ、申込書にご記入いただいた電話番号へお断りのご連絡を差し上げます。
※受講票は発行いたしませんので当日は直接会場へお越しください。当日は受付で御名刺を頂戴いたします。

パソコンでのお申込み方法

右のQRコードからアクセス後、
お申込みください。

ふくぎんホームページのトップ画面にある「おすすめ情報」
から「企業成長戦略セミナー」のバナーをクリックして
お申込みください。 

ご注意事項
●会場の都合により先着順となりますのでホームページ、またはFAXにてお早めにお申込みください。
●受講票等は送付いたしませんので、名刺をお持ちいただきますようよろしくお願いいたします。
●セミナーの受付は開始時間の30分前からとなります。
●セミナー開始後30分経過しますと、受付は終了させていただきます。
●受付終了後はセミナーにご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。
●セミナー参加費は無料です。お申込み多数の場合は、受付を締め切らせていただくこともあります。
　また、本セミナーへのご参加が不適切であると判断した場合は参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
●セミナーの予定は、予告なしに変更する場合がございます。また、自然災害などによりセミナーの内容変更、中断または中止させていただくことが
あります。

※情報の保護について
お申込みの際にお伺いする情報は、（株）ふくおかフィナンシャルグループ、GCA（株）、（株）福岡銀行、（株）熊本銀行、（株）親和銀行、（株）FFG証券と
が共有し、お問い合わせへの回答といった連絡と本セミナーの円滑な遂行及び改善のための分析や、本セミナーの内容に関連する情報提供に利用
いたします。ご提供いただいた情報については、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他の特別な理由のある場合を
除き、第三者には提供いたしません。ご提供いただいた情報を正確に取り扱うよう努めます。

FFGホール
所在地：福岡市中央区天神2-13-1
地下鉄をご利用の方
福岡市営地下鉄空港線  天神駅下車4番出口から徒歩すぐ

西鉄電車をご利用の方
西鉄福岡（天神）駅から徒歩約3分

JRをご利用の方
JR博多駅から福岡市営地下鉄空港線へ乗り換え約5分
天神駅下車  4番出口から徒歩すぐ

バスをご利用の方
西鉄バス  天神エリア下車
※原則、公共交通機関でのご来場をお願い致します。
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会場案内

貴社名

フリガナ

〒　　　　-

電話番号

E-mail

御住所

役　　職

参加人数　合計　　　　　　　　　名

氏　　名

参加者
代　表

■ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 FAX番号：092-712-0731

お申込み方法企業成長戦略セミナー
～変化への対応から未来創造へ～

まで送信ください。


