会社案内・セミナー情報
2021 年

7 月 19 日 現在

●会社名：
株式会社 トゥルーチームコンサルティング
代表取締役 吉野 創（よしの はじめ）
2014 年 5 月 1 日 創業
●事業内容：
自走式組織®構築 企業コンサルティング・勉強会・研修等の運営サポート
自走式組織®構築 コンサルタント養成講座（全６回の専門講座）
現在【第 7 期】まで運営中 各種セミナー、講演活動 多数
●所在地・連絡先等
■東京 office
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-2-5 TH 西新宿ビル 6 階
TEL:03-6869-4522
■福岡 office
〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-32-25-803
TEL:090-3799-8586
吉野直通 携帯： 090 - 3799 - 8586
Mail： info@true-team.com
ホームページ URL http://true-team.com
（SNS などのアドレス）
【Youtube】「自走式組織チャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UC6z0c6PEgJs4rIlZWekdtjg
フェイスブックページ
https://www.facebook.com/trueteamconsul/
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●開催を希望するセミナー内容等
１、セミナーテーマ・対象者
「社長が指示しなくてもビジョンに向かう組織の作り方」セミナー

※QRコードからも確認できます→

＞詳細はこちらhttp://true-team.com/page-lp-5growthlaw

【対象者】中小企業経営者、経営幹部、法人組織に関わる支援事業者（コンサルタント、社労士・中小
企業診断士・税理士、研修講師など）、公的機関 等の組織やチーム運営に携わる方
【ジャンル】□経営 □組織人事 □マネジメント □社員教育 □リーダーシップ □生産性・業務改
善
２、セミナー・カリキュラム（2 時間の場合） ※講演時間 1 時間の場合は主に前半（1~5）のみとなります。
◆セミナープログラム(5つの成長法則+構築ステップの2部構成)
●前半:「5つの成長法則」 = 基本的な考え方
１、【成長法則1】:顧客から選ばれる会社へ、社員の視点を高める
２、【成長法則2】:社員にとっての数字の「意味」を変える
３、【成長法則3】:会社と社員の価値観を合わせる
４、【成長法則4】:人が育つ環境を作る為の習慣化
５、【成長法則5】:仕組みを動かし、継続させる
６、●後半:自走式組織®の構築ステップ = 手順・進め方
1 方針・軸:経営者の決意・覚悟:強い軸を作る
2 理念:企業理念とビジョンを策定し、目指す理想像を定める
3 浸透・体現:仕事観の共有、方向を揃える
4 習慣:良い行動・思考の習慣化へ、マネジメントシステムの改良
5 育成:組織戦略・人事戦略を運営をする、「育成者」の育成
6 運営・自走:組織成長の仕組み運営・自走計画の作成
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３、想定する講義時間
約 2 時間の リアル または オンラインセミナー
（※60 分〜90 分でも、上記の内容を絞り込み、整理して開催可能です）

４、セールスポイント（他の同じテーマのセミナーとの違い・優位性）
１、「人と組織」の問題を根本的に解決する方法を、体系的に知ることができます
２、考え方 (5 つの成長法則)だけでなく、実際の手順・行動プロセス（構築ステップ）も同時に理解できます
３、【自走式組織®】は、日本の中小企業の現場で起きている人と組織の課題を解決するために体系
化された日本発祥かつ実践的なプログラムです
４、【自走式組織®】は 2018 年より、その独自性と効果が認められ、商標登録された公的機関から認定
されたメソッドです。（ティール組織等を取り入れる前に、日本では独自の取り組みが必要です）
５、売上や利益を目的にする「旧機軸」の経営ではなく、働く社員が幸せになることを目的とし、業績も
アップする「新機軸」の経営について理解することができます

５、受講する方が得られるメリット
この「社長が指示しなくてもビジョンに向かう組織の作り方」セミナーは、
単なる組織の生産性アップの手法ではなく、
組織の成長を、「働く人が幸せを感じられる企業経営」＝新機軸の視点から見直し、そのような経営に
シフトすると同時に業績改善するための考え方と、その実践法をお伝えします。
受講した方からは
「人と組織の改善を、企業経営を起点にした視点は、
心理学や行動科学とも全く異なり斬新でした。」などと、好評を頂いています。
このセミナーを受講することで、
具体的に組織を変えていく「考え方＋実践の手順」を同時に学ぶことができます。
法人組織の経営に係わる方には、間違いなくお役に立てるセミナーです。

６、対象エリア
セミナーやコンサルティング、研修は、
リアル開催でもオンライン開催にかかわらず基本的に全国展開しております。
このオンラインセミナーは、全国からの参加者があります。
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講師プロフィール（詳細）
【プロフィール】
吉野 創（よしの はじめ）
株式会社トゥルーチームコンサルティング 代表取締役
社⻑が指⽰しなくてもビジョンに向かう「⾃⾛式組織®」を作り、⼈と業績の悩みを同時解決するプロデ
ューサー兼、コンサルタント。
⼭⼝県下関市⽣まれ。国公⽴⼤学に進学後、19 歳の頃から起業の夢を持ち、⼤⼿ジーンズメーカーで店
舗売上⽀援の営業を経験後、飲⾷店での独⽴修⾏中に、売上不振で資⾦繰に窮す厳しい経営の現実を知
る。
独⽴を前に経営理論を学ぶため、会計事務所を⺟体とする経営コンサルファームに⼊社。３００社の財
務分析、税務や⼈事労務、組織戦略論や管理会計を学ぶ。
しかし、コンサルティングの現場では、経営理論を伝えても、⾃発的に動かない幹部や社員の存在によ
り組織が変わらない壁に直⾯。業績改善に苦しんだ経験から、経営理論では動かない「⼈と組織」の研
究を開始。コンサル業務と並⾏して「⼈と組織」の壁をクリアする合宿や研修を５００回以上、延べ５
０００⼈へ実施。⾃ら⼈の成⻑要素を⾒出し、経営理論と組み合わせた独⾃の⼿法で業績改善効果を上
げる。
累積約 3 億円の契約総額を上げ、独⽴直前には契約実績で全国 1 位に。マネジメント責任者、⽀社⻑な
どを約１０年間歴任。コンサルタントの育成にも携わる。

2014 年、中⼩企業経営者の⼈と業績の悩みを同時解決することに特化した「株式会社トゥルー
チームコンサルティング」を創業。
⼈が育ち、理念に共感して⾃らがビジョンに向かう「⾃⾛式組織®」メソッドは、経営者の⼈と
業績の悩みを同時解決する⼿法として認定され、商標登録。

100 社以上の「⾃⾛式組織®」を⽣み出し、4 年連続で増収増益、営業利益１０倍、粗利益率３
ポイント改善や、離職率を０％にするなど多くの成功事例を持つ。
このメソッドを活⽤した企業は、業績がアップするだけではなく、働く社員の幸福度も上がり、
理想の経営になったと多くのクライアントから厚い信頼を受けている。

現在地とビジョンのギャップ：その共有が問題意識を醸成し、視点を高める
全社経営視点

・外部環境対策
・自社提供価値
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セミナー講師としての実績
主に中小企業の経営コンサルティングの傍ら、外部機関からも講師の依頼を受け、政令指定都市教育委員会
の新任教師研修 200 名 商工会議所主催経営セミナー、金融機関（西日本シティ銀行）主催セミナー講師
中小企業家同友会佐賀西部 主催連続講座講師、天神倫理法人会主催セミナー講師、大手不動産業 FC オー
ナー勉強会講師、大手設備業営業マン研修講師 他、多数の講演・セミナーを実施する。

約 16 年間、経営コンサルティングや、合宿や研修による社員教育を通じて、あらゆる業種の経営支援
をサポート。支援したクライアント企業からは、
「わが社の未来を、社長と社員を巻き込んで一緒に考えてくれるパートナー」
「社員一人一人が目的を持って仕事し、会社に来ることが苦痛では無く楽しいと思えるような組織にし
て行く重要なパートナー」などの支持を得ている。
経営目標３カ年計画の達成、昨年対比で売上高 1.6 倍、営業損益は 3.7 倍になった企業などがあり、
主に社員１０名以上の企業で「自走式組織®」を１００社以上生み出し、4 年連続で増収増益、営業損
益額１０倍、粗利益率３ポイント改善など、多くの成功事例あり。
社長が指示しなくても自発的にビジョンや目標達成に向かう「自走式組織®」メソッドで、仕組みを構築
支援し、企業全体の成長支援を行なっている。

【最後に： 当セミナーを全国で開催する理由をお話しさせてください】
吉野 創です。
ここまで読んでいただいて、まずは心より感謝申し上げます。
そして、この度はご縁をいただきありがとうございます。
世の中がコロナで大きく変わり、今までの常識が通用しないような、
さまざまな変化が起きている中、
企業経営においては、
在宅やテレワークなどで、働き方や、組織のあり方も変化しています。
その中でも、顕著な変化は、
働く人たちにとって、賃金や福利厚生は確かに重要ではありますが、
もっと本質的には「働くことで、幸福感を感じられる」ことが
さらに重要な価値となってきており、
「本当に、この会社で仕事がしたい」、と思えるような、
職場や企業を求めて労働市場は流動化しています。
本物の理念、本物のミッション、

5

そこに集まる、質の高い本物の人財。
そういった、人と組織が高い価値を生み出し、、
コロナ禍の中でも、コロナ後の経済においても、
顧客から「選ばれる」企業となっていくのだと思います。
今以上に「本物の組織」が求められる時代は
なかったのではないでしょうか？
そのような状況の中で・・・
企業経営は選択の連続ですが、
少しでも未来に向けて、良い選択ができるように
「道標（みちしるべ）」を見失わないようにしてほしい、
と願っています。
そのために、私ができることとして、
この「社長が指示しなくてもビジョンに向かう組織の作り方」を
セミナーで公開していきたいと思い至りました。
地域を支える、中小企業経営者様が、
未来のビジョン実現に向けて、さらに前向きに前進できるように、
これから全国でセミナーや講演会を開催していきたいと思っています。
本当に微力なことですが、私に何かできないか、
という気持ちで継続していこうと思います。
日本を支える、中小企業経営者様の一助に・・・という気持ちで、
精一杯お伝えしています。
※開催ご検討の方には、
毎月開催しております、オンラインセミナーを無料で受講され、
事前に内容を確認していただくことも可能です。
こちらから、日程確認の上でお申し込みください。（※その際、備考欄に 「お試し 無料枠」とご記載ください）

＞詳細はこちらhttp://true-team.com/page-lp-5growthlaw

何卒、セミナー・講演・勉強会等の開催を
ご検討いただければ幸いです。

感謝

株式会社トゥルーチームコンサルティング
代表取締役 吉野 創（よしの はじめ）
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