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はやぶさ 第１８５号   ２０１６年０５月２０日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター                          

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８５号を発信します。２０１６年０５月２０日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が大分と広がり、今日現在まで 

震度３，４の余震が５週間も続いております。いまだ多くの方々が避難生活を余儀 

なくされています。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難されて 

おられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

                           ８回シリーズ：その６ 

 

 著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

第６回 ５・リスクに備えながら、売上をいかにアップするか。 

 

（１）企業経営は隠れたリスクの連続です。・・・・リスクカードの解説をします。 

 

１）企業経営におけるトラブルの擬似体験をするためにリスクカードを使用します。 

リスクカードには、ホワイトカードが 33枚、ブルーカードが 25枚、合計 

58 枚があります。ペナルティとボーナスの両方があります。 

 

２）トライアルゲームでは 6 回目以降で使用します。（5 回目までノーリスクルール） 

マネジャーの KTG(特くんゲーム)経験レベルに合わせて、使用するホワイトカード 
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とブルーカードの種類と枚数をインストラクターが調整します。 

 

３）認定講座では、リスクカードの全種類を使用します。（3 期を通して、全リスク 

カードがなくなるまで、連続して使います。）無くなった場合は全種類を補充 

します。 

 

４）代表的ないくつかのリスクカードをご紹介します。 

  ACT の結果は、全て MO 表に記録します。 

 

 ア）倉庫で火災が発生・・・倉庫の材料は、すべて市場へ戻してください。 

              保険に加入しておれば保険金が受け取れます。 

              （M/O 表の災害メモ欄に記入する） 

 

 イ）交通事故発生・・・営業担当者が交通事故を起こした。 

 150 万円(一般管理費)を支払う。保険チップ 

（120 万円）を戻せば、支払う必要はありません。 

 

 ウ）営業担当者退職・・・退職金 200 万円(販売人件費)を支払う。 

(セールスマンチップはインストラクターに戻す) 

 

 エ）機械の故障・・・サイコロを振って、出た目に該当する修理費を支払う。 

            1,4：200万円、2,5：300 万円、3,6：400万円 

 

  オ）夏休み・・・営業担当者が休暇で 1回休み。 

→ この周は、製品の販売はできません。 

 

  カ）クレーム発生・・・消費者からクレーム。（サイコロの目）×100 万円 

を改修費として支払う。 

 

  キ）製品の返品発生・・・製品が戻ってきました。（リコール） 

              直前の売上高を、売上欄に全額マイナス処理する。 

              ICT 武装カードがある場合は、50％マイナスする。 

（◆「ICT 武装カード」は、リスクヘッジにも使えます。） 

 

  ク）製造ミスの発生・・・仕掛品 3個が不良品に。仕掛品 3個を市場に戻す。 

              製品を全数、材料に戻す。 

（M/O 表の災害メモ欄に記入する） 

 

  ケ）1つの意思決定をしてください（ラッキーカードです） 
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     ◆ 材料の特別購入！ 1 個 30万円で 5 個まで購入可。 

     ◆ 広告宣伝チップの特別サービス！ １ケ８０万円で３枚目 

も購入可。 

     ◆ 製品の独占販売！ ※研究開発カードのある企業に限る。 

       １個２６０万円でカード１枚につき４個（ただし市場規模の範囲）。 

     ◆ 市場観測（パスする）。 

 

  コ）損害発生・・・社員の不正で損害発生しました。 

            営業外損益として、1,000 万円支払う。 

            ※一回お休みください。 

 

  サ）金融の貸しはがし・・・金融機関の貸しはがし。 

                今期中は通常借り入れはできません。 

借入が必要な時は金利が 20％必要です。 

 

  シ）仕入先が倒産・・・倒産により材料供給ストップ。 

              1 周するまで、材料仕入れはできません。 

              一回お休みください。 

 

（２）販売チャンスをゲットする・・・「競争入札」（競売）の解説 

 

１）販売チャンスをゲットする制度として、「競争入札」というシステムが 

あります。自分がマネジャーでない時に、この競争入札に応札して落札 

すれば（勝てば）、販売機会をゲットできることになります。 

 

２）競争入札の参加資格は、意思決定会社・親(サイコロを振った人)の 50％ 

以上の製品量と販売可能数を持っているマネジャーが参加することができ 

ます。 

 

３）希望者は、「入札参加」と名乗ります。販売する市場は、意思決定会社 

が選択します。個数も、その会社と同数までです。 

 

４）「競争入札」では、プライスカードをいっせいに提示して、最低価格を提示 

したマネジャーが落札し、販売することができます。 

 

5）「研究開発カード」をプライスカードと一緒に提示すれば、プライスカードの 

提示額よりも 20 万円低い価格を提示したものとみなして、入札価格を比較 

します。 

  販売価格は、プライスカードの金額になります。 
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次回は、「５・リスクに備えながら、売上をいかにアップするか。」の続き 

（３）事例紹介 

について記述いたします。 

 

本稿をお読みいただきありがとうございました。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第２回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0６月１０日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

 １）第３回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

 ２）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf
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 ３）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ４）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ５）第７回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 

 ６）第８回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５０回の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 下記に日程を記します。ご参加をお待ちしております。 

  

１）０５月２１日（土） 1３:３0～1８：３0 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                   東京メトロ南北線駒込駅 1番出口 徒歩 5分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の日程です。 

ご案内は後日掲載します。 

 

１）０５月26（木）、2７日（金）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

   お蔭さまで満席となりました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 
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     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016 年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

