「GNN アワード 2015 日本一の生コン屋決定戦」
GNN アウト工場 VS GNN 組合工場
第 4 回 GNN 技術発表会（第 15 回 GNN 技術勉強会 in 東京）
GNN 技術発表会実行委員会
GNN アワードとは？「競うこと ≠ 争うこと」数十年続いた協組共販体制の中で私たちは大切なことを
忘れてしまっているのではないでしょうか？ 水の次に流通する材料生コンクリートを製造するわが
業界にあって、協同組合は秩序を表していることは事実です。ただし、その事実と「競い高め合わない」
こととは意味が違います。より高い技術やマネジメントが適正に評価され顧客に届く業界こそが、現代
日本のものづくりに求められていることではないでしょうか。GNN アワードは日本一の生コン屋をめ
ざし競い高め合うことで、業界に新風をもたらすことを目的にしています。

「競い高め合い

未来の生コン業を創造」

開催日 ：平成 27 年 10 月 29 日（木）
時

間 ：発表会 10：00 ～17：30 （ 開場受付開始 9：00 ）
当日、受付の混雑が予想されます。ご来場はお早目にお願い致します。
発表会終了後、同会場にて懇親会を予定しております。

場

所 ：大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川 5 丁目 5 番 15 号大崎ブライトコア 3F）

アクセス：JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン
大崎駅 新東口下車 徒歩 5 分
主

催 ：GNN(元気な生コンネットワーク)

会

費 ：10,000 円/名
テキスト代として（懇親会費込み）
学生無料
※当日受付にてお支払いください。
定員 400 名 (ドレスコードなし)
定員となり次第締め切りとさせて
頂きますのでお早目にお願いします。

後 援 ：
（一社）日本建築学会関東支部 / （一社）日本建築学会近畿支部
（公社）土木学会関東支部

/ 全国生コン青年部協議会

（一社）日本砕石協会関東地方本部一岩会 / 平生会
再生骨材コンクリート普及連絡協議会 / 日本コンクリート技術㈱
㈱セメント新聞社 / ㈱コンクリート新聞社 / 週刊エクステリア

プログラム（案）
開

場

9：00～

オープニング
1.開会挨拶

9：50～9：55
9：55～10：00

有限会社長岡生コンクリート 宮本 充也氏
2. GNN アワード 2015 「日本一の生コン屋決定戦決勝大会」

10：00～11：30

審査委員長
東京工業大学 名誉教授

長瀧 重義様

審査委員
鹿島建設株式会社 土木管理本部 土木技術部長

坂田 昇 様

戸田建設株式会社 価値創造推進室 企画ユニットプロポーザルチーム 主管

馬場 朝之様

株式会社大林組 技術本部

溝渕 麻子様

技術研究所 生産技術研究部 副主任研究員

太平洋セメント販売株式会社 営業本部 取締役 部長

西村 賢二様

出場工場
① 白石建設有限会社

岡山県地区 「誰も寝てはならぬ」

② 野方菱光株式会社

福岡県地区 「眠らない工場・・・」

③ 株式会社タイハク

宮城県地区 「T・STYLE」

④ 有限会社長岡生コンクリート

静岡県地区 「NR ブランド 勝利の方程式」

⑤ 有限会社ミツワ生コン

山形県地区 「ねこの手かし隊」
～ねこの手かし隊はお客様の声により生まれました～

⑥ 炭平興産株式会社 白州工場

山梨県地区 「1950ｍ～30ｍまでカバーする生コン屋」
司会進行 株式会社依田儀一商店 依田 健一氏

（併設会場にて「After 2020 ソリューション発表会」スタート）11：30～
【GNN オープンイノベーション】GNN 技術コンソーシアム経過報告
3.速硬コン技術コンソーシアム「6 時間 24N への挑戦 ! 生コン車で手軽に」

11：30～12：00

MAPEI MFU ／ BASF X-SEED ／ フローリック VP900A AFP-2 ／ 竹本油脂アクセルエース N
山宗化学 ヤマソーウイン S
株式会社あづまコンクリート工業 毛利 幸一氏
4.生コン車ドラム遮熱対策の比較実験「暑中コン対策技術 No.1 はどれだ!?」

12：00～12：30

光洋機械産業 熱交換塗料タフコート／太陽工業 樹脂製カバーHTR／新東産業 クーリングカバー
大高商会 遮熱断熱塗装クールサーム／嶋村塗装 熱交換塗料タフコート
寝屋川コンクリート株式会社 山路 克昌氏

休

憩

12：30～13：00

5.海外企業紹介

13：00～13：15

「MAPEI イタリア/ David BallGroup Ltd イギリス/ Magor Therm スロバキア」
6.基調講演
「今後の経済動向と中小企業経営～ビジネス作りのキーワードをつかめ!～」
立教大学経済学部

13：15～14：30
教授

7. GNN ワークショップ活動報告

山口 義行 様
14：30～15：20

「１億円の新規売上＆1 千万円の利益創出」未来に求められる生コン業とは？
共同購買スキーム／WS 目標達成のための具体的な取組み／2 期生募集／GNN 生コン保険他
プルデンシャル生命保険㈱ ライフプランナー
休

佐藤 智明氏 他各位

憩

15：20～15：30

「逆境こそチャンスの源 経営者よ、大志を抱け！」

15：30～16：45

8. 基調講演
安本公認会計士事務所 所長 安本 隆晴 様
9. GNN アワード 2015 「日本一の生コン屋決定戦決勝大会」結果発表

16：45～17：15

司会進行 株式会社依田儀一商店 依田 健一氏
総

評

審査委員長 東京工業大学 名誉教授 長瀧 重義 様
懇親会

17：45～18：45

※合わせて併設会場にて「After 2020 ソリューション発表会」が行われます。今年も海外から多くの企
業が参加致します。
（当日プレゼン者及びプレゼン内容が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
）

「After 2020 ソリューション発表会」
プレゼン発表 11：30～15：30 ブース展示 10:00～18:30
11:30～ ㈱グロースパートナーズ

瞬間吸水材「セルドロン」

11:45～ ㈱星野産商「電気炉酸化スラグの概要及び実績」コンクリート用スラグ骨材
12:00～ 日工㈱「品質管理におけるインターネットの利用について」
12:15～ 休憩
12:30～ 光洋機械産業㈱「熱交換塗料」暑中コン対策！
12:45～ ㈱フローリック 「フローリックの紹介」
13:00～ 竹本油脂㈱

「高寿命化に貢献する竹本油脂の混和剤」

13:15～ 休憩
13:30～ David Ball Group Ltd イギリス 「ZERO セメント」
13:45～ MAPEI イタリア 「RECON ZERO EVO」戻りコン再利用に革命！
14:00～ Magor Therm スロバキア モルタル断熱工法
「Magor Therm is light-weight concrete used as Insulating, Building & Flooring System」

14:15～ 休憩
14:30～ 陽光物産㈱「俺の生コン」特殊コンクリートのドライミックスパッケージ
14:45～ ㈱デイ・シイ 「デイ・シイの紹介」

15:00～

BASF ジャパン㈱「We create chemistry

～私たちは化学でいい関係をつくります～」

・日本シーカ㈱
・各種 GNN 技術

・GNN

Machinery japan㈱ 「スマートアジテータ」 他

「GNN アワード 2015 日本一の生コン屋決定戦」参加申込書
GNN アウト工場 VS GNN 組合工場
第 4 回 GNN 技術発表会（第 15 回 GNN 技術勉強会 in 東京）
GNN 技術発表会実行委員会
開催日 ：平成 27 年 10 月 29 日（木）
時

間 ：発表会 10：00 ～17：30 （ 開場受付開始 9：00 ）
当日、受付の混雑が予想されます。ご来場はお早目にお願い致します。
発表会終了後、同会場にて懇親会を予定しております。

場

所 ：大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川 5 丁目 5 番 15 号大崎ブライトコア 3F）

アクセス：JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン「大崎駅」新東口下車
主

催 ：GNN(元気な生コンネットワーク)

会

費 ：10,000 円/名 テキスト代として（懇親会費込み）
学生無料

徒歩 5 分

（ドレスコードなし）

※当日受付にてお支払いください。
定員 400 名
定員となり次第締め切りとさせて頂きますのでお早目にお願いします。

貴 社 名：
ご 住 所:
お 名 前：
ご連絡先：
ご紹介者：
GNN 事務局 〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 781
有限会社長岡生コンクリート内
担当 池上（いけがみ）
Tel:055-947-0049

fax:055-947-0052

nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

講演者プロフィール
山口

義行 氏

立教大学経済学部

教授

スモールサン（中小企業サポートネットワーク） 主宰
政策工房 J-Way 代表
外務省参与、
関東経済産業局「新連携支援」 事業評価委員長
1951 年名古屋市生まれ。立教大学大学院修了。
東邦学園短期大学専任講師、名城大学商学部専任講師を経て、1993 年より立教大学経
済学部助教授、95-6 年経済学科長。 2001 年 4 月より現職。
経済危機やバブル問題に関する研究のほか、NHK 総合テレビ「クローズアップ現代」
、同「さきどり」
、
テレビ東京「ジパング」などでコメンテーターとしても活躍。
BS11「中小企業ビジネスジャーナル」(毎月第 1 水曜日 pm11～12)では、キャスターとして番組の企
画制作にもかかわっている。
また、ＮＨＫラジオ第１「マイあさラジオ」：社会の見方・私の視点

毎月一回、文化放送『福井

謙二グッモニ』:毎週木曜日朝７時からレギュラー生出演中。
経済や金融の情勢など、
「時代」を踏まえた企業経営を推進するという観点から全国
で講演活動も行っている。
中小企業支援ネットワークである“スモールサン（中小企業サポートネットワー
ク）”主宰者として、中小企業支援活動を全国展開しているほか、
外務省参与として中小企業の海外進出、経済産業省関東経済産業局「新連携支援」政
策の事業評価委員長として、中小企業の連携活動支援にも関わっている。
【主な著書】
『社長の経済学』(中経出版)
『山口義行の“ホント”の経済』
（スモールサン出版)
『バブル・リレー

21 世紀型世界恐慌をもたらしたもの』
（岩波書店）

『聞かせる技術』
（河出書房新社）
『現場に「解」あり！ 中小企業の“連携”が未来を開く』
（中央公論新社）など

講演者プロフィール
安本隆晴 氏（やすもと・たかはる）
公認会計士・税理士。
株式上場準備コンサルタント。

1954 年静岡生まれ。1976 年早稲田大学商学部卒業後、朝日監査法人（現・あずさ監査法
人）などを経て、安本公認会計士事務所を設立する。1990 年㈱ファーストリテイリング
（旧・小郡商事）の柳井正社長と出会い、以降、株式上場準備コンサルタントあるいは監
査役（現任）として同社の躍進を支えてきた。現在、㈱ユニクロ、アスクル㈱、㈱ＵＢＩ
Ｃ、㈱リンクセオリージャパンの監査役でもある。中央大学専門職大学院特任教授なども
務めた。
著書に『「ユニクロ」！監査役実録』『ユニクロ監査役が書いた 強い会社をつくる会計の
教科書』
『伸びる会社をつくる起業の教科書』
（以上、ダイヤモンド社）、
『火事場の数字力』
（商業界）など多数。

