
医業経営コンサルタントが
培ったノウハウを学べます

〒102-0075　東京都千代田区三番町9-15　ホスピタルプラザビル5階

フリーコール. 0088-21-6996　TEL. 03-5275-6996   FAX. 03-5275-6991　E-mail：kikaku@jahmc.or.jp   http://www.jahmc.or.jp

医業経営のパートナーとしてさまざまな経営課題を解決するプロフェッショナル。それが、「認定登録 医業経営コンサルタント」です。
私たち「認定登録 医業経営コンサルタント」の使命は、顧客の経営管理上の問題や機会の創出に関して有効な対策を提案し、
さらにその実施を支援することによって、医療・保健・介護・福祉および社会の発展に寄与することです。
“理論より実践” “成果とは実践より生まれる”この姿勢が、私たち「認定登録 医業経営コンサルタント」の活動の基本であり、
評価の基準となるものです。

病 医 院 の 経 営 に 必 要 な 知 識と技 術を学 ぶ

医業経営実務講座
第4期 2015年10月10日　～2016年9月17日　土 土

一般公開
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医療費抑制時代において、医療機関には将来
の医療システム構築のための経営戦略、経営の
効率化などが緊急の課題となり、これらの周辺
環境情報を適切に把握し環境適応を実現でき
る内外の人材が不可欠な状況となっています。
また、制度改革に沿った患者視点に立った医療
システムの構築こそが将来の医業経営の在り方
であると自信を持って医療機関に提案・進言す
ることが重要であります。

経営に参加するための「スキルアップ」

実践重視のカリキュラム

受講しやすい土曜日開講（全12回、1日6時間）

1日または1講義単位での受講が可能

医業経営実務に精通した経験豊富な講師陣

受受受受受受受受受講動講動講動講動講 機は機は機は機ははははは「「経「経「経「経「経「経「経「経「経「経済済学」に興味があり、「何かを変えたい」
といといいいといとと ったったったったったたたっっっったた、漠、漠、漠、漠漠、 然然然然然然然と然然 した自身の思いでした。そんな時に出会
ったったったったのがのががのがのがが「医医医「医「医「医医医医「医業経営実営 務講座」だったのです。初めは受
講す講す講す講講講 る事る事る事事を悩を悩悩を みままましたたしたが、が、現在現在現在は手は 掛けている研究の中
でで、で、で 得得た得た得たた得たたたたた知知識知知知識識識識識知知知知知知知知知知知 をフをフルににル 活せ活せてていていていて る事事事る事る事る事、視、視、、、 野の広がりを考え
るるとるととるるる 、受、受受受受受受受講し講講ししししししししししし講講し講し講 て良て良良ててて かっかっかっかか たと思思っ思っっっっていていますますすすすすすますますます。講。。 座内容は最新
ののののの医の医医医のの 療療事療事事事事事事療 情情情情情でででで情情であありありありあ 生生き生きき生 た情た情情報報報でで報 す。。。。す
JCJCJCCCHHHOHOOHH 東東東東京京京京京京京京京新新新新新宿新新新新新新 メメメデデデデディィィカカカィ ルセルセルセンタンンタター
看護看護護護護看 師師師師師師 千千千千代代代代代代代代千千千千千代千 田田 麗麗麗子麗子子麗麗子

看護部管理者として、病院の経営に関わる事になり
このこのこのこのこのこののの講座講座講座講座講座講座講座講座講座講座座講座講座座講座座座座にに参に参に参に参に参に参参に参にに参に参に参に参に参に参に参参加し加しし加し加し加し加し加し加し加し加し加し加し加し加し加し加し加 ましましましましましましままま た。た。た。医療医療医療医 に関する労務管理、財務
管管管管管理管理管理管理管理管理管理 人人人人、人人事管事管事管理は理は理は理はは理はははもちもちもちちちもちもちもちもちちもちろんろんろんんんんんろんんろんろんろんんろん感感感染感染感感感感感感感 管理、医療安全など全
てをてをて 網羅網羅したしたクオクオリテリ ィのィのののの高い高い高いいいいいいいいいい高いい高い高高高 内内内容内内内 になっています。また、
専門専門専門専門専門門分分野分野分分野の講の講の講の講の講師の師師の師の師の師の先生先先生生先生先生先生方が方が方がががががががががが方がががが揃揃揃揃揃揃っ揃っ揃揃揃 ていて最新の情報も
得ら得ら得ら得られれれまれまれまれまますすす。す。すす。す。す。す。1年1年1年1年1年1年年年かけかけかけかかけかけけかけかけて医て医医医て医て医て医て医て医ててて医業経業経業経業経業経経業経業経経業経経経経業業経業経業 営営営営の基礎から実践まで
無無理無理無無 ななくなくなくくなくく学学学学べ学べべべ学 てて初て初めてめてててててめてての方の方の方方にはにはははにはにははに 是是是是是非是非是 お勧めします。
社会社会社会会社会会会会医医医療医医療医療医療医療法法人法人人人黎明黎明明黎明黎 会会　会　会　会会会 北北出出病院
看看看護護看護護護護護護部部部　部　看看護護部長部長　藪　藪藪藪藪藪藪藪 真悠真悠真悠真真真真悠子

病病病院の院の院ののののの院の経営経営経経経経営経営経営営営営経営営営営営営営営戦戦戦戦略戦略戦略戦略戦戦略戦略略・マ・マ・ママ・ママママ・マネネジネネジネネネ メンメメンメンメンメンンメントにトにトにトトにトにトにト 携携わ携わ携携わ携わわわわわ携わわわわわるよるるよるよるよよよよよるよるよるるよようにうにうにうにににうににううにうう なりなりなりなりなりななりりなりりりりななりななりなりなりなりりなな 、、、、、、、、、、、
自分自分自自自 自身自身自身身にもにもにもにもにもにもっとっとっとっっっとっとっとっっっっ 知識知識知識知識知識識識識知 をつをつをつをつをつをつつつつつをををつを けたけたけたけたけけたけたたけたいといといといといといといといといういういういういういうう思い思い思い思い思思い思い思い思い思思い思い思思い思思思思 で受で受でで受で受で受受ででで受受で受で受で 講し講し講し講講し講し講講し講し講し講し講し講しし講ししし講しし講し講しし講ししし
ましましましましました。た。たた 本講本講講講講座で座で座で座で座ででででは、は、は、は、は、は 医医医医業医業医業業医業業業医医業医医 経営経営経営経営経営経営経営経営経経営営営にににに関に関に関に関ににに関に関に関に関に関するするするするするするするするするす 事事を事事を事を事を事を事を事を事を事を事を事ををを事ををを系統系統系統系統系統系統系統系統系統系統系統統系統統統系統的に的に的に的的に的に的にににに的に的にに的に的にに的にににに的にに的的的に
学ぶ学ぶ学ぶぶぶことことこととことがでがでがででができ、き、き、きき 一一一一一年一年一年一年一年間を間を間を間を間を間をををを間をを間間を間間 通し通し通し通し通通し通し通し通し通し通しし通してコてコてコてコてコてコてコてコてコてコてててコンスンスンスンススンスンスンスンン タンタンタンタンタンタントにトにトにトにににににトにににトにト 講義講講義講講講義講義講義義義講義講義義講義義講義義義義義がががががががががががががが
受受受け受け受受 られられられられられますますますますす。病。病。病。病。 院院院院で院で院でででで院 の実の実のの実の実の実の実の実実実実実実のののの 践だ践だ践だ践だ践だ践だ践だ践だ践だ践だだけでけでけでけでけでけでけけででけではなはなはなはなはなはななはなはなはなはななはなはななく、く、く、く、く、く、く、く、くくく学問学問学問学問学問学問問問問問問問問学問問学学問問学問問問問問学問問としとしととしとしとしとしとしとしとととしととととしとしととととととととと
て結て結て結て結て結て び付び付付び付び付けるけるけるけるけ 事に事に事に事にに繋繋繋が繋が繋が繋がが繋繋繋がりりりり、り、り、り、りりりりり自分自分自分自分自分自分自分分分自自 の課の課の課の課の課の課の課の課題や題や題や題や題や題や題 進む進む進む進む進む進むむむ進む進むむ進む進むべきべきべきべきべきべききべきべきききききべきべべきききききべききききききき道道道道道道道道道道道道道道道道道道道
が明がが明が明明明明が明確に確に確に確にに確確確 なりなりなりなりなりなりなりなな ましましましましたた。た。。

医療医療医医療医療医療医療医医医療医 法人法人法人法人拓誠拓誠拓誠誠拓誠拓 会　会　会 辻村辻村病院院院院院院院院
事事事事事務事事事事事事 次長次長次 　川端　健一一一

著著著著著著著著著著著著著名名名名名ななななななななな名ななななななな講講講講講講講講講師師師師師講講講講講講講講 陣から
講義講義講義講義講義講義講義義講義講義講義講義講義義義講 をををを聴を聴聴聴聴聴聴聴聴聴を く事くくく事事事く事事事事事事事事事事事く事事事事事くく事が出来る
自分自分自分自自分自分自自分自分分分自分自分分分自分自分分分分分分分分分分分一一一一人一人人人人人一 のの物の物のの物の物物の物の物物物物物物の物物物物の物物のの物の物の としてお
自職自職自職自職自職自職自自職自職自職自職自職職職自職職自職職自職自職自職職職職自職職職職自職職自自 場場に場に場に場場場場 講講講義講講義講義講義義義義講義義義義講義義義義義義講講 のの内のののの 容を
て日て日て日て日て日日日日日日て日日日日日日日日々々々々のの々の業業務業務務務務務務務業務業務務務業務務務務務（（運運運運（運運運営）に
講義講義講義講義講義講義義義義義義義講義義義義1日1日日分の分の分の分の分の分の分のの分分分分の分分分分 受受受受受受受受受受受講受受受受 料が
れでれでれでれれでれででれでれで自法自法自法自法自法自法自法人人人人ののののののの人の運運運運運運運営運運運運運運運 が更
格安だとだととと思思思いいいい思思思思 まままますすすすまますすすまま 。事務
の方に受に受講講講講講しししし講しててて貰て貰貰貰て貰て貰ててて いた
社会医療療医療医 法法法法人法法人人人人人法法 青青青青嵐嵐青嵐嵐青嵐青嵐嵐会 本
経理経理課 課 課課 課 課長課長課課長課長課長長課 　石石石川石石石石石 　悌
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タイムムムムムムムムリー且つ心心心心心心心心に心心に心心心心心心 響響響響響くくくく内容内容内内 のの
る良いいいいいいいい講座講 です。講講講講講講講講講講講講講講講講義の義の義の義の義ののの義義義義 内容内容内容内容ををを
おくのは、ははははははは 本当に勿体な体な体な体なななななななななななないいいといといとととといいと思い思い思い思思い、、、、
をフィィィィィィィーーーーードーーー バッッッック（ククククク 報告告告告告告告告告告告告告告告告告告会会会会方会方方会方式）式）式 しししし
に活かしかしかしかしかしかしかしか ておおおおおおります。又又又、又又又又又又又又又又又又、又又又又 何よよ何よ何よ何よ何よ何何よ何よ何 りもりもりもりもりも
が188888888,0,0,00,0000000000000000円（円円 1ココココマ 6,000円0円0円0円0円0円0円円円0円0円0円円円円円））、）、）、、こここここここここ
更に良に良に良に良に良に良に良に良い方い方い方い方い方い方い方い 向に向に向に向に向にににに向向向向向向く向向 のであれれれれれれれれれれれれればばばばばばば
務職職職職に限に限に限に限に限に限に らずらずらずららずらら 、、、幅、幅、、、 広い職種
たいででででです。すすすす
本荘第一病病病院病院院病院病院院病病病病病
悌
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医業経営についての基礎知識を学ぶと
ともに、実践に沿った内容が学べるようカリ
キュラム構成されています。講義はそれぞ
れの分野に精通し、医業経営のノウハウ
を培った専門の講師が担当します。

※掲載内容については一部変更となる場合がございます。

第1回
2015年
10月10日（土）

第2回
2015年
11月28日（土）

第3回
2015年
12月12日（土）

第4回
2016年
1月23日（土）

第5回
2016年
2月13日（土）

第6回
2016年
3月26日（土）

第7回
2016年
4月23日（土）

第8回
2016年
5月14日（土）

第9回
2016年
6月11日（土）

第10回
2016年
7月9日（土）

第11回
2016年
8月6日（土）

第12回
2016年
9月17日（土）

1-1　医療費及び医療保険の現状と課題

1-2　医療の仕組み

1-3　介護保険制度

2-1　医療制度の実態

2-2　医療制度の方向性

2-3　医療制度・厚生行政

3-1　医業経営の基本

3-2　医業経営の質の向上と効率化

3-3　医療制度改革と医業経営

4-1　経営組織と意思決定

4-2　組織の活性化と接近法

4-3　経営施策の可視化と進捗管理

5-1　収益管理

5-2　医事業務管理

5-3　診療報酬請求の基礎知識

6-1　患者サービス　1

6-2　患者サービス　2

6-3　地域連携と病床管理

7-1　 医療安全 総論

7-2   医療安全 各論1 医療事故対応

7-3  医療安全 各論2 質管理と標準化

8-1　財務管理と会計

8-2　予算・収支管理

8-3　原価計算と原価管理の意義

9-1　人事制度の構築

9-2　人事評価と処遇への反映

9-3　人材の確保と育成

9-4　労務管理の基本

10-1　物品物流管理の基本

10-2　物品物流管理の応用

11-1　建築設備概論

11-2　療養環境管理

11-3　感染防止と設備

12-1　情報システムの構成と機能

12-2　医療情報システムの導入と運用

12-3　経営情報システムの意義と応用

河原　和夫

河原　和夫

服部 万里子

白髪　昌世

白髪　昌世

白髪　昌世

伊藤　哲雄

伊藤　哲雄

伊藤　哲雄

西山　信之

西山　信之

西山　信之

伊藤　哲雄

細谷　邦夫

細谷　邦夫

遠矢　雅史

遠矢　雅史

田城　孝雄

相馬　孝博

相馬　孝博

相馬　孝博

石尾　肇

石尾　肇

渡辺　明良

槙　孝悦

槙　孝悦

槙　孝悦

渡辺　明良

眞鍋　一

眞鍋　一

柳　雅夫

柳　雅夫

藤木くに子

紀ノ定 保臣

紀ノ定 保臣

紀ノ定 保臣

医療経済の枠組み

医業経営の背景

医業経営の仕組み

経営組織管理

収益管理

患者管理

品質管理

財務管理

人事労務管理

物品物流管理

環境管理

情報管理

医療経済の枠組み

医業経営の背景

医業経営の仕組み

経営組織管理

収益管理

患者管理

品質管理

財務管理

人事労務管理

物品物流管理

環境管理

情報管理

東京医科歯科大学大学院
政策科学分野　教授

東京医科歯科大学大学院
政策科学分野　教授

（株）服部メディカル研究所
所長

広島国際大学　教授

広島国際大学　教授

広島国際大学　教授

医療総研（株）　代表取締役社長

医療総研（株）　代表取締役社長

医療総研（株）　代表取締役社長

西山病院管理研究所　所長

西山病院管理研究所　所長

西山病院管理研究所　所長

医療総研（株）　代表取締役社長

（有）メディカルサポートシステムズ
代表取締役社長

（有）メディカルサポートシステムズ
代表取締役社長

（公財）日本医療機能評価機構　部長

（公財）日本医療機能評価機構　部長

放送大学教授

千葉大学医学部付属病院
医療安全管理部　教授

千葉大学医学部付属病院
医療安全管理部　教授

千葉大学医学部付属病院
医療安全管理部　教授

石尾公認会計士事務所　所長

石尾公認会計士事務所　所長

聖路加国際大学　常任理事
法人事務局長

（株）槇コンサルタントオフィス
代表取締役

（株）槇コンサルタントオフィス
代表取締役

（株）槇コンサルタントオフィス
代表取締役

聖路加国際大学　常任理事
法人事務局長

（有）みどり企画　代表取締役　

（有）みどり企画　代表取締役　

（株）久米設計　設計本部　設計長

（株）久米設計　設計本部　設計長

北里大学病院　感染管理室

岐阜大学大学院　医学系研究科　教授

岐阜大学大学院　医学系研究科　教授

岐阜大学大学院　医学系研究科　教授

医療費と医療保険制度との関係、医療機関と患者及び国民負担な
どの需要と供給の問題や社会保障の制度・仕組みを学びます。ま
た、医療サービスの生産における効率性の問題、医療の費用-便益
分析、医療に対する費用配分が適正であるかどうかなど、医療の経
済性に係わる多面的な理解を導きます。
介護保険制度の基本的な仕組みから、平成27年度の現状および
今後の方向性について学びます。

医療を取り巻く医療制度改革の内容などを体系的に修得します。

講師が定義する『医業経営とは「地域住民に質の高い医療を継続
的に提供する」ために、必要な利益を確保すべく管理運営を行うこ
とである』という考えに基づいて、質の高い医療提供体制および収
益性の高い医業経営について考察します。

組織の理念や成員の価値概念に基づき、成果を通じて社会に貢献
する機序について体系的に学びます。環境変化に適応し成長する
原理や合理性による判断、働きがいある職場環境を創り出す自律
的な組織運営を支える細かな取り組み、ビジョンの明確化や施策
の可視化など、組織の維持・発展を図る理論と実践的方法を履修し
ます。

医療圏における自院のポジショニングの把握などの医療マーケ
ティングの他、経営指標の見方、分析手法を学ぶと同時に、医療機
関の収入の根幹となる診療報酬について学びます。

医療における患者満足度とは何か、いかに形成するか、必要要件
は何かなどを学び、患者満足度を更に向上させるための方法を修
得します。

良質な医療に求められるものとして、患者の満足と安心、患者主体
へのシステムの変換、ガイドラインなどによる医療の標準化による
医師間格差の解消、正確なカルテの記載、インフォームド・コンセ
ントとセカンドオピニオン、リスク管理と情報の公開、個人情報の
保護、医療の効率的提供と質へのインセンティブを組み入れた病
院運営管理の合理的方法について学びます。

医業経営の基礎となる医療会計制度の財務管理・会計の基礎か
ら、各部門別の原価管理の実施方法などを学びます。

医療機関における最適な人事制度および労務管理に関する基本
的な考え方や手法を事例等を通じて実践的に学ぶ他、人事諸制
度、組織管理のうえで必要な職能や人材確保・育成、給与体系など
を修得します。

病院が使用・消費する物品の選定、調達・購入方法の設定、発注か
ら在庫・払出・使用・消費・補充に至る一連の物品の流れ、取引の流
れ及び情報の流れを管理し、トレーサビリティなど医療の安全性を
確保するとともに、コスト削減、原価管理など病院経営改善・効率
化に資するための管理手法について学びます。

アメニティ、バリアフリーなどの療養環境管理、清掃・清潔管理によ
る感染防止と設備、耐震・ライフラインなどの設備保守管理、防災
対策などについて学びます。

情報を安全かつ有効に活用・提供することができるよう、必要な知
識体系を初学者にとって取り組みやすい構成で学びます。情報技
術の最近の動向、情報分析・評価の目的と方法、医療情報の標準
化、経営情報の概念と方法、病院管理のための情報分析、情報シス
テムのセキュリティなど、最新の現状と将来展望を現場の目線で解
説します。

幅広い内容と
充実の講師陣

日　程 講義名 講　師カテゴリー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全講座受講で認定登録 医業経営
コンサルタントの指定講座と一次試
験免除の優遇措置

※詳しくはホームページをご覧くだ
さい
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（ふりがな）

（姓）

〒

お
名
前

ご
住
所

勤
務
先

役
職

□勤務先（ご記入の住所が勤務先の場合□してください。）

※ご記入いただいた住所やe-mailアドレスなどに、事務連絡を行う場合があります。

□

TEL FAXFF（　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　 ー

@

（　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　 ー

e-mail

（名）

所
属

受 講 料

申込方法

開講日程

定　　員

対 象 者
事務部門、看護部門、コメディカルの方など、

病院関係者で医業経営に興味のある方、

および医療に関連する業務に携わっている方。

講義名日　程 日　程

0088 -21- 6996

受講に関する問い合わせや請求書のご希望などがございましたら、下記までお問い合わせください。

※受講料について：一度、ご入金された受講料につきましては、ご返金できませんので、予めご了承ください。

※受講を希望する講座の　欄を選択してください。

本講座をどのようにしてお知りになりましたか、お教えください。

実践的カリキュラムで有能なスタッフを育成しませんか。また、本講座受講での知識習得により「医業経営
コンサルタント」を目指してみませんか。受講後には、修了証を発行します。

○ 全講座を受講

○ 1日単位で受講

○ 講座単位で受講

全12回 ［1時限］10：00～ 12：00
 ［2時限］12：45～ 14：45
 ［3時限］15：00～ 17：00

／ 36講座（72時間）

／ 3講座（6時間）

／ 1講座（2時間）

講義名

1－1 医療費及び医療保険の現状と課題

1－2　医療の仕組み

1－3　介護保険制度

2－1　医療制度の実態

2－2　医療制度の方向性　

2－3　医療制度・厚生行政

3－1　医業経営の基本

3－2 医業経営の質の向上と効率化

3－3　医療制度改革と医業経営

4－1　経営組織と意思決定

4－2　組織の活性化と接近法

4－3 経営施策の可視化と進捗管理

5－1　収益管理

5－2　医事業務管理

5－3　診療報酬請求の基礎知識

6－1　患者サービス　1

6－2　患者サービス　2

6－3　地域連携と病床管理

7－1　医療安全 総論

7－2 医療安全 各論1 医療事故対応

7－3 医療安全 各論2 質管理と標準化

8－1　財務管理と会計

8－2　予算・収支管理

8－3 原価計算と原価管理の意義

9－1　人事制度の構築

9－2　人事評価と処遇への反映

9－3　人材の確保と育成

9－4　労務管理の基本

10－1 物品物流管理の基本

10－2 物品物流管理の応用

11－1 建築設備概論

11－2 療養環境管理

11－3 感染防止と設備

12－1 情報システムの構成と機能

12－2 医療情報システムの導入と運用

12－3 経営情報システムの意義と応用

2015年10月10日（土）

2015年11月28日（土）

2015年12月12日（土）

2016年1月23日

2016年2月13日（土）

2016年3月26日（土）

2016年4月23日（土）

2016年5月14日（土）

2016年6月11日（土）

2016年7月9日（土）

2016年8月6日（土）

2016年9月17日（土）

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

各講座80名

申し込み順の受付となりますので、お早目にお申し込みく

ださい。定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

申込総数 講座03 - 5275 - 6996TEL 0088 -21- 6996 03 - 5275 - 6996TEL

人事労務管理

1 7

8

9

9

10

11

12

2

3

4

5

6

　DM　　協会ホームページ　　協会会員の紹介　　協会のセミナー　　学会等（　　　　　　　  ）　　その他（ ）

医業経営実務講座 FAX申込書 第4期

FAX到着後、ご案内および受講料のお振込先をお知らせいたします。（協会ホームページからも申込可）

03 - 5275 - 6991FAX

医業経営実務講座担当
http://www.jahmc.or.jp 医業経営実務講座 検索

医業経営実務講座担当（直通TEL）03-5275-6993お問い合わせ

医療経済の枠組み

医業経営の背景

医業経営の仕組み

経営組織管理

収益管理

患者管理

品質管理

財務管理

人事労務管理

物品物流管理

環境管理

情報管理

仕事を続けながら修得できる
現場を考えた受講システム

一部実務経験があるので
受ける必要がない講義があるけど…

未経験なので
幅広く全般的に網羅したい。

既に実務に携わっているので
補足的に受講したい。

1日単位で
必要な分野のみを受講

全12回（36講座）を
すべて受講

必要な講義だけを
選んで受講

協会ホームページ

の医業経営実務講座にて受け付けております。

http://www.jahmc.or.jp

216,000円
18,000円
6,000円

2015年10月10日（土）～ 2016年9月17日（土）

受講会場

〒170-0013東京都豊島区東池袋1-6-4伊藤ビル7階
［アクセス］池袋駅（東口）29番出口より徒歩すぐ

http://abc-kaigishitsu.com/ikebukuro/access.html
※池袋駅（東口）を出て「LABI1日本総本店」の左隣。「椿屋珈琲店」の
ビルの7階です。建物のエントランスは、明治通沿い（「ZARA」の入口
を横切った右手）にあり、茶色の『会議室』の置き看板が出ています。

明
治
通
り

Ｊ
Ｒ
池
袋
駅（
東
口
）

↑
大
塚

みずほ銀行

三菱東三菱東京
J銀行UFJ銀行

出口
29

出口
33

ビックカメラ池袋本店ビ メラ池
パソコン館館

ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ

マ
ク
ド
ナ
ル
ド

アット
ビジネスセンター

池袋

別館7階
705号室

LABI1
日本総本店


