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早嶋 聡史 （はやしま さとし） 

 
【概略】  
株式会社ビズ･ナビ&カンパニー 代表取締役 社長 

株式会社ビザイン 代表取締役 パートナー 

一般財団法人日本 M&A アドバイザー協会 理事 

シザールの未来社長塾 塾長   

株式会社パリス・ダコスタ・ハヤシマ 創業者・ディレクター 

株式会社異修令堂 取締役 

 
九州工業大学 情報工学部 機械システム工学科 卒業 

オーストラリア ボンド大学 大学院 経営学修士課程 修了（MBA） 

一般財団法人日本 M&A アドバイザー協会 認定 M&A アドバイザー（CMA） 

 

株式会社ビジネス・ブレークスルー コンサルタント・講師 

一般社団法人日本経営協会 講師 

 

長崎県長崎市出身。横河電機株式会社の研究開発部門（R&D）にて産業用ネットワークの研究

に従事。MBA 取得後、海外マーケティング部にて同社主要製品の海外市場におけるブランド戦

略・中期経営計画作成に参画。B2B ブランディングの先駆けとして後に知られるようになった

Vigilance という力強いブランドキャンペーンを実施。同市場でのブランド認知の向上、積極的

なマーケティング展開の実現に加え、「真の横河電機の姿」として、営業チームをはじめ、社員

を再び１つのアイデンティティの基に結束させるきっかけを構築。 

 

退職後、株式会社ビズ･ナビ&カンパニーを設立し、マーケティング担当取締役 CMO に就任。ま

た、中小企業に M&A を普及するために株式会社ビザインを設立、同時に全国に広く活動する目的

で JMAA 一般財団法人日本 M&A アドバイザー協会を設立して理事に就く。 

 

 現在、数多くの中堅企業で戦略立案を手掛ける。売上規模数十億円から数百億円の成長意欲の

ある経営者と対話を通じた独特のコンサル手法を展開して、企業の戦略オプションの抽出や日常

的な経営判断のセカンドオピニオンを提供。 

 

 同時に、株式会社ビジネス・ブレークスルー、社団法人日本経営協会などで戦略、マーケティ
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ング、論理思考をテーマとした研修企画と講師を行う。 

 

 中小企業の戦略の一手として M&A の普及活動とアドバイザリー業務も行う JMAA 一般財団法人

日本 M&A アドバイザー協会では、将来の M&A アドバイザーの養成を行っている。シザールの未来

社長塾では、中小企業の社長に対して経営の思考と視点を身につけさせる取り組みを実施。 

 

 2017 年に独立系高級時計ブランドであるパリス・ダコスタ・ハヤシマ（Parris DaCosta 

Hayashima）を設立。時計に情熱を傾ける 3 人がスイス・フルリエの時計製造技術と日本・九州

の匠の技を融合して理想とするスイス時計を作り出す。 

 

 2019 年に武者修行型の異業種研修を企画運営する株式会社異修令堂を立ち上げ取締役に就任。

同社の商品は、九州を中心とする上場企業やそのグループ企業、地場で活躍する中堅企業のリー

ダー育成にフォーカスし、複数の企業のリーダー候補生を集め数ヶ月に渡る研修やワークショッ

プを企画立案運営フォローする。 

 

専門領域は、戦略立案、問題解決、M&A。具象（具体）を抽象に引き上げてフレームワークを使

って分かりやすく整理する事を得意とする。 

 

【著書】 

日経 BP ムック「できる人のロジカルシンキング」 日経 BP 社 

「営業マネジャーの教科書」 共著、総合法令出版 

「ドラッカーが教える実践マーケティング戦略」 総合法令出版 

「ドラッカーが教える問題解決のセオリー」共著、総合法令出版 

「頭のモヤモヤをスッキリさせる思考術」 総合法令出版 

「この 1 冊でわかる M&A 実務のプロセスとポイント」 中央経済社 

実践「ジョブ理論」 総合法令出版 

その他、雑誌執筆多数 

 

【実績】企業研修・ワークショップ・講演（敬称略／順不同） 
九州電力株式会社 西日本技術開発株式会社 株式会社九電工 沖縄電力株式会社 
株式会社新出光 株式会社イデックス・オート・ジャパン 株式会社シュテルン福岡 
株式会社イデックス・ビジネス・サービス 株式会社バジェットレンタカー四国 
九州旅客鉄道株式会社 JR 九州サービス・サポート株式会社  
JR 九州レンタカー＆パーキング株式会社 
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株式会社岩田屋 福岡空港ビルディング株式会社 
株式会社九州日立 株式会社東芝 東芝三菱電機産業システム株式会社  
東芝コンシューマーマーケティング株式会社 
三菱電機株式会社 三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社 
日本電気株式会社 NEC ロジスティクス株式会社 NEC ラーニング株式会社 
富士通株式会社 FUJITSU ファミリ会九州支部 株式会社 FUJITSU ユニバーシティ 
富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 ヤマエ久野株式会社 
昭和シェル石油株式会社 住友商事株式会社 東京ガス株式会社 グーグル株式会社 
横河電機株式会社 株式会社トクヤマ 日東電工株式会社 株式会社電通国際情報サービス 
ソフトバンクモバイル株式会社 DOWA ホールディングス株式会社 DIC 株式会社 
東京貿易マシナリー株式会社 東京貿易エンジニアリング株式会社 
株式会社 NTT データ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 西部電気工業株式会社 
NTT ラーニングシステムズ株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
株式会社ミニテック 株式会社センチュリー21・ジャパン 
株式会社コーセー 花王カスタマーマーケティング株式会社 
株式会社ユー・エス・ジェイ デル株式会社サービスマーケティング本部 
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 株式会社西日本シティ銀行  株式会社佐賀銀行 
九州労働金庫 株式会社りそなホールディングス 大分みらい信用金庫 楽天カード株式会社 
株式会社ジェイティービー プルデンシャル生命保険株式会社 日本生命保険相互会社 
南国殖産株式会社 株式会社アステム 株式会社パソナテック 株式会社ゼンリン 
株式会社竹中工務店 大塚製薬株式会社 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社 
日本ケンタッキーフライドチキン  カゴメ株式会社  富士フィルム株式会社 
株式会社大和製作所 広友ホールディングス株式会社 株式会社ユカ 株式会社 KIS 
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 株式会社プラネット 宝種苗株式会社 
株式会社筑豊製作所 株式会社エクステンド 株式会社山崎総業 株式会社関西共同印刷 
マイスター株式会社 株式会社アイ・シー・アール 株式会社千草 

 
国立大学法人九州大学 九州産業大学 学校法人福岡大学 首都大学東京 
特定非営利活動法人九州・アジア経営塾 株式会社ビジネス・ブレークスルー 
社会医療法人財団白十字会  社会医療法人社団熊本丸田会  
国立大学法人福岡教育大学  学校法人筑紫女学院   
ドリームゲート（経済産業省）  IT 経営応援隊（経済産業省） 
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東峰村 福岡県市町村  熊本県市町村  長崎県市町村  佐賀県市町村  大分県市町村 
山口県市町村 JA 福岡中央会 JA 長崎中央会 JA 佐賀中央会 JA 熊本中央会 
中小企業団体中央会（長崎、福岡、佐賀）  農商工連携（長崎、福岡、大分、熊本） 
地域の商工会議所・商工会 
その他多数 

 
【実績】コンサルティング 
ベンチャー企業・製造業の資金調達支援、製造業の新規事業開拓支援・海外進出支援 
会計事務所の業務効率化支援、医院の経営効率化支援、建設業の経営効率化支援 
建設業の上場支援、産学官共同プロジェクトのブランディング、リフォーム業務の FC 展開支援、

ソーシャルビジネスの継続支援、飲料開発支援、印刷業利益改善支援、文房具小売収益改善支援、 
中小企業の事業ポートフォリオの再生支援、中小企業の資源最適化調整、 
飲食業ブランド浸透支援、農産物販売促進支援、健康食品企画販売会社販促支援、 
服飾リフォーム業戦略立案支援、飲食コンサル会社企画立案支援、 
製麺機製造販売業の戦略策定支援、不動産貸付業の戦略立案支援 
大型特殊バルブメーカーの合弁支援、医療コンサル会社の戦略策定支援 
地方自治体の地方創世戦略策定支援、宿泊施設ブライダル施設運営会社戦略策定支援 
その他多数。 

 
以上 

 


