
「G1」というプラットフォーム
混迷する世界にあって、次世代を担うリーダー層が集い、学び、議論し、日本再生のビジョンを実現する場にしたいと考え、2009年に立ち上
げた「G1サミット」。多岐に亘る領域で活躍するリーダーたちが、党派や領域を超えて、行動から突破につなげていくプラットフォームです。
「G1サミット」から生まれたイニシアティブや連携は、政界・財界・学界をはじめとする各界の中枢で動き始め、日本社会を変革する大きな
うねりとなりつつあります。

新刊！ 『日本を動かす100の行動』
政治・ビジネス・文化芸術・技術・メディアなど、各領域の第一線で
活躍するリーダーが参加する「G１サミット」。
このG1サミットが4年をかけて描いてきた日本の課題と具体策、
そしてビジョンとは? 

著書：『日本を動かす100の行動』
著者：堀 義人＋G1政策研究所
詳しくはHPをご覧ください：http://g1summit.com/book/100actions.html

すべての項目は見開き2ページで解説、併せてポイントと図表を掲載、ひと目で理解できる!
現代社会の今日現在の課題と変化の方向性を網羅的に知る「参考書」としてぜひご活用ください。

これまでのご参加企業（一部抜粋、五十音順、敬称略、会社名はご参加当時のものとなります）

これまでのG1経営者会議ご参加者の声
◆形式的になりがちのパネルディスカッションですが、ライブ感があり、本音が聞けたところが有意義でした。 

◆経営に活かされる“気付き”が多くあり、大変勉強になりました。特に「新しいテクノロジーをどのように活かすの
か？」というテーマを軸に分科会があり、とても有意義でした。

◆経営ビジョンを語ることで、社員のやる気を向上させ、人を育成することの大切さを改めて実感致しました。

◆パネリストが次はオーディエンスになるというスタイルは他にないので、素晴らしいと感じました。

◆本日参加して、自分自身の経営者能力を更に磨かなければならないという覚悟を致しました。

◆インダストリー4.0のセッションは非常に刺激的であった。これは全産業にまたがる課題であり、危機感を覚えた。

◆年々進化していることを感じます。全体会でもパネルディスカッションが取り入れられているため、より具体的な
話になっており分かりやすく感じました。

◆近い場で一流の経営者の皆様の肉声で、多くの意見を聴ける機会は大変参考になりました。企業の実務責任者の生
の声を聞けるのはありがたいことです。

■お問合せ先
G1経営者会議事務局
東京都千代田区二番町5-1　住友不動産麹町ビル　株式会社グロービス内
E-mail：g1executive@globis.co.jp　TEL：03-5275-3803 / FAX：03-5275-3784
担　当：長田、岩崎

過去4回の開催において、多数の企業の経営者・取締役または執行役員の方々にご参加いただきました。

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
アクセンチュア株式会社　　　　　　　　
旭硝子株式会社
朝日生命保険相互会社
味の素株式会社
アライドアーキテクツ株式会社
株式会社伊予銀行
AIGジャパン・ホールディングス株式会社
江崎グリコ株式会社
SGホールディングス株式会社
NTN株式会社
エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社
大阪ガス株式会社
大塚倉庫株式会社
お多福グループ株式会社
鹿島建設株式会社
春日井製菓株式会社
株式会社カネカ
関西電力株式会社
北川工業株式会社
クノール食品株式会社
株式会社公文教育研究会
株式会社コスメディア
株式会社サイバーエージェント
佐川急便株式会社
サトーホールディングス株式会社
三協立山株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社
株式会社サンリオエンターテイメント
株式会社ジェイティービー
株式会社JTBコーポレートセールス　　　

株式会社ジェーシービー
株式会社資生堂
株式会社ジヤトコ
住宅金融支援機構
株式会社新生銀行
鈴与株式会社
住友精密工業株式会社
セイノーホールディングス株式会社
株式会社セブン銀行　
全日本空輸株式会社
第一三共株式会社
第一生命保険株式会社
株式会社ダイエー
中部電力株式会社
帝人株式会社
テルモ株式会社
東急リバブル株式会社
東京海上ホールディングス株式会社　
東京海上日動火災保険株式会社
東京電力株式会社
株式会社東芝
東燃ゼネラル石油株式会社
東邦銀行株式会社
東北電力株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
長瀬産業株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本イーライリリー株式会社
株式会社日本政策投資銀行　　　　　　
日本たばこ産業株式会社

日本ハム株式会社
株式会社ネクスト
ネットワンシステムズ株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
パナソニック株式会社
パナソニックヘルスケア株式会社
パナソニック株式会社エコソリューションズ社
株式会社パルコ
株式会社Paltac
株式会社BS-TBS
株式会社フジクラ
ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
株式会社ベネッセコーポレーション
マックス株式会社
丸紅株式会社
株式会社ミスミグループ本社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
ヤマハ発動機株式会社
株式会社UACJ
横河電機株式会社
ライオン株式会社
楽天株式会社
株式会社LIXIL
ロート製薬株式会社　
YKK株式会社

他多数

2016年11月3日（木・祝）
グロービス経営大学院　東京校

G1経営者会議 2016

本会議
G1サミット

各領域の第一線で活躍するリーダーが集い、
党派や領域を超えて議論し行動する

グローバル・経済
G1経営者会議
日本経済の中枢を担う

代表的企業のリーダーが集い、
混迷と停滞の打破を目指す

G1ベンチャー
イノベーションを継続的に生み出し、
強いベンチャー企業を育む生態系の

構築を目指す

G1 Global Conference
グローバル・リーダーたちが集い、
国際社会の取り組むべき課題と
日本の果たす役割を議論する

地域・世代
G1新世代リーダー・サミット
次世代を担う若手リーダーたちが集
い、先達から学び、リーダーとして取

るべき行動を議論する

G1カレッジ
将来に向かって各分野で日々研さんを
重ねる大学生が、リーダーシップを学

びネットワークを形成する

G1地域会議
同時多発的な変革を通じて、地域から

日本の変革を目指す

G1フォーラム
G1サミットから派生し、テーマ・地域ごとのネットワーク構築を目指した

定期イベントを開催しています。▲

G1Women　

▲

G1 OKINAWA　

▲

G1九州フォーラム▲

G1関西フォーラム　

▲

G1中国・四国フォーラム▲

G1U‐30フォーラム　

▲

G1文化フォーラム

G1発のイニシアティブ
行のトッミサ1Gういと」へ動行らか想思「」を案提もりよ判批

指針から、20のイニシアティブが生まれ、独自に活動しています。▲

G1東松龍盛塾　

▲

KIBOW　

▲

ニッポン未来会議▲

東の食の会　

▲

アスリートソサエティ　▲

ソーシャルビジネスプラットフォーム　▲

熱意ある地方創生ベンチャー連合　▲

スタートアップ都市推進協議会　など　（一部抜粋）

部会ネットワーク
G1メンバーたちが各領域の創造と変革を目指すネットワークを構築し、

勉強会を主催しています。

G1政治部会 G1首長ネットワーク G1官僚部会

G1メディア部会 G1スポーツ部会 G1ソーシャル部会 

G1政策研究所 100の行動
G1テクノロジー研究所

G1サミットの示すビジョンの作成と研究を行っています
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日本経済の中枢を担う企業経営者たちが集い、世界における競争優位の構築に向けて議論し、行動するためのプラットフォームをつくりたい。
そのような思いから2012年、「G1経営者会議」を立ち上げました。
2009年に立ちあげた「G1サミット」、そこから生まれた「G1 Global Conference」、「G1新世代リーダー・サミット」、「G1ベンチャー」に並ぶ
会議となります。
これまで政界からは菅義偉官房長官、世耕弘成官房副長官、財界からはオリックスの宮内義彦シニア・チェアマン、三菱ケミカルホールディングス
の小林喜光会長、東京電力の數土文夫会長、経営共創基盤の冨山和彦CEO、学界からは竹中平蔵教授、伊藤邦雄教授をはじめ、各界の第一
線で活躍するリーダーの方々にお越しいただき、日本の成長戦略の実現に向けて、経営者のメンバーと共に、議論を交わしてきました。

G1という名称には、「GLOBALでのNo.1」「GLOBE（世界）がひとつになる」という思いを込めています。

日本のさらなる成長は、企業経営者のリーダーシップがあってこそ実現できると考えます。
「G1経営者会議」の場から、日本の変革に向けた行動につなげていきたいと思います。
大いに議論し、学び、出会い、行動へと移していきましょう。

  「G1経営者会議」の目的は、3つです。

　Ⅰ．世界で活躍する日本企業の事例と課題を共有し、世界で戦うための知恵を結集する。

　Ⅱ．先人や異領域から学び、新たな時代を拓くリーダーとしての視座を養う。

　Ⅲ．国際社会に貢献し、次世代により良い社会を託すために、企業が果たすべき役割を議論し実行する。

ご  挨  拶

開催概要

一般社団法人G1　代表理事
グロービス経営大学院　学長

グロービスキャピタルパートナーズ　代表パートナー

2016年11月３日（木・祝）9時00分～18時00分（懇親会　18時15分～20時00分）

グロービス経営大学院　東京校（東京都東京都千代田区二番町5-1　住友不動産麹町ビル）
アクセス　有楽町線麹町駅より徒歩1分

企業の経営者、取締役または執行役員（完全ご招待制）
（原則として、一社よりお二人までご参加いただけます）
※女性活躍推進の一環として女性の場合、部長相当職の方もご参加いただけます。女性のご参加者を含む場合、一社三名までご参加いただけます。
※上記に加え、G1サミットの参加有資格者である、政治・ビジネス・文化芸術など各領域の第一線でご活躍の方々もご招待いたします。

お一人様96,000円（参加費・懇親会費含む）
早期申込割引：8月31日（水）までにお申し込みいただいた場合は78,000円となります

９月30日（金）

200名程度（予定）

一般社団法人G1／株式会社グロービス

日 時

場 所

ご 参 加 者

ご 参 加 料

申 込 締 切

人 数

主 催

申込概要

下記URLよりご登録をお願いいたします。（6月上旬よりお申込が可能です）

G1経営者会議ウェブサイト：http://g1summit.com/g1executive/ 　（「G1経営者会議」で検索ください）

 ・参加者用パンフレット作成のため、お写真及びプロフィールをお申込時に頂戴します。
 ・当日の様子は写真・動画撮影し、当会議の案内にて利用させていただくことがございます。
 ・10月1日（土）以降のキャンセルは、全額申し受けます。ご了承ください。

前回のご登壇者　ダイジェスト一言 G1経営者会議2015プログラム

「成長戦略の実現に向けて ～政府と民間の役割と期待～」
スピーカー 菅 義偉氏

小林 喜光氏
竹中 平蔵氏

内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当
株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役会長
慶應義塾大学 総合政策学部 教授  グローバルセキュリティ研究所 所長

佐々木 芽生氏 映画監督 / プロデューサー

「IoTとビッグデータが変革する企業経営」

川鍋 一朗氏
日本交通株式会社 代表取締役会長
熊谷 俊人氏
千葉市長
新野 昭夫氏
日本ＧＥ株式会社 インダストリアル インターネット推進本部長

川邊 健太郎氏
ヤフー株式会社 副社長執行役員 最高執行責任者

青井 浩氏
株式会社丸井グループ 代表取締役社長
大西 洋氏
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員
山内 雅喜氏
ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員

程 近智氏
アクセンチュア株式会社 取締役会長

「テクノロジーが変える流通
  ～ネットと融合する店舗、無人機が配送する未来～」

「中国でいま何が起きているのか」

太田 雅弘氏
富士フイルム株式会社 執行役員  富士膠片（中国）投資有限公司 総裁
川島 真氏
東京大学大学院総合文化研究科 教授

西 恵一郎
株式会社グロービス マネジング・ディレクター

出雲 正剛氏
武田薬品工業株式会社 再生医療ユニット グローバルヘッド
木曽 誠一氏
株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長
ジュネジャ レカ ラジュ氏
ロート製薬株式会社 取締役副社長

鈴木 寛氏
東京大学公共政策大学院 教授  慶應義塾大学 教授  文部科学大臣補佐官

「iPS細胞が産業になる日
  ～再生医療の実用化に向けて～」

オープニング9：00‐9：10

第1部 全体会9：10‐9：55

「持続的成長に向けたROE経営～日本企業が"稼ぐ"力を取り戻す方法とは～」
パネリスト 伊藤 邦雄氏

隅 修三氏
御立 尚資氏

一橋大学大学院商学研究科特任教授  一橋大学CFO教育研究センター長
東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長  東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長
ボストン コンサルティング グループ 日本代表

モデレーター

モデレーター

水野 弘道氏 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 理事 兼 CIO（最高投資責任者）

第2部 全体会10：00‐11：00

「“将”たる生き方 ～組織をつくる戦略と哲学～」
スピーカー 金丸 恭文氏

數土 文夫氏
フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役会長
東京電力株式会社 取締役会長

モデレーター 堀 義人 グロービス経営大学院 学長

第6部 全体会16：45‐17：45

第3部 分科会11：15‐12：30

ランチプレゼンテーション12：30‐13：30

パネリスト パネリスト パネリスト パネリスト

モデレーター モデレーター モデレーター モデレーター

「インダストリー4.0 ～第4次産業革命が
  日本の"ものづくり"を根底から変える～」

遠藤 功氏
早稲田大学ビジネススクール 教授  株式会社ローランド・ベルガー 会長
島田 太郎氏
シーメンス株式会社 専務執行役員
菅原 郁郎氏
経済産業省 事務次官

秋山 咲恵氏
株式会社サキコーポレーション 代表取締役社長

栗山 浩樹氏
日本電信電話株式会社 取締役
小池 利和氏
ブラザー工業株式会社 代表取締役社長
原 丈人氏
DEFTA PARTNERS グループ会長

井上 陽介
株式会社グロービス マネジング・ディレクター

「非連続イノベーションをマネジメントする
  ～DNAの継承と既存事業からの脱却～」

「デジタルマーケティングがつくり出す
  新たな顧客エンゲージメント」

岩村 水樹氏
グーグル株式会社 マネージングディレクター
奥谷 孝司氏
オイシックス株式会社 統合マーケティング室 室長 COCO
紺野 俊介氏
株式会社アイレップ 代表取締役社長CEO

田中 愼一氏
フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 代表取締役社長

秋好 陽介氏
ランサーズ株式会社 代表取締役社長
安斎 　氏 　
株式会社セブン銀行 代表取締役会長
長崎 忠雄氏
アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 代表取締役社長

岡島 悦子氏
株式会社プロノバ 代表取締役社長

「持たざる経営
  ～クラウドとシェアが変える競争戦略～」

第4部 分科会13：45‐15：00

パネリスト パネリスト パネリスト パネリスト

モデレーター モデレーター モデレーター モデレーター

「人工知能は日本企業の好機となるか
  ～ディープラーニングが変える社会～」

武田 秀樹氏
株式会社UBIC 執行役員 CTO
松尾 豊氏
東京大学 准教授
森 正弥氏
楽天株式会社 執行役員  楽天技術研究所 所長

木村 尚敬氏
株式会社経営共創基盤 パートナー 取締役マネージングディレクター

梅澤 高明氏
A.T.カーニー株式会社 日本法人会長
岡 俊子氏
プライスウォーターハウスクーパース マーバルパートナーズ株式会社 代表取締役社長
新貝 康司氏
日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長

川本 裕子氏
早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授

「成長戦略としてのクロスボーダーM&A
  ～日本企業が世界に飛躍するための方法論～」

「“人で勝つ経営”
  ～それを実現するリーダーの育成と活用～」

沖中 直人氏
サントリー食品インターナショナル株式会社 執行役員
平手 晴彦氏
武田薬品工業株式会社 コーポレート・オフィサー
八木 洋介氏
株式会社LIXILグループ 執行役副社長 人事総務担当

鎌田 英治
株式会社グロービス Chief Leadership Officer マネジング・ディレクター

亀山 敬司氏
株式会社DMM.com 取締役会長

藤沢 久美氏
シンクタンク・ソフィアバンク 代表

「変化できる会社だけが生き残る
  ～新規事業を生み出し続ける組織とは～」

第5部 分科会15：15‐16：30

パネリスト パネリスト パネリスト スピーカー

モデレーター モデレーター モデレーター モデレーター

スピーカー 「ごちそう？ それともカリスマ？」

この2年11カ月の間に日本の経済環境は大き
く変わった。自信を持ってアベノミクスという
3本の矢をこれからもしっかりと立体的に運
営をしていきたい。

内閣官房長官
　菅 義偉氏

日本企業が稼ぐ力を未来志向で高めるため
には、経営者自身がITを使う力、すなわちIT
経営力を高めなければ良くはならない。

一橋大学大学院商学研究科　特任教授
　伊藤 邦雄氏

テクノロジーは業態を変えようとしているの
で、経営のプラットフォームをアナログからデ
ジタルに変えなければならない。自分達で変
革し、お客様にどれだけ最大価値を提供でき
るかが今後の小売業の鍵となる。
株式会社三越伊勢丹ホールディングス　代表取締役社長執行役員

　大西 洋氏

我々日本企業は中国で勝ちぬかないとグロー
バルでも勝ち抜けないだろう。中国企業との
戦いが中国だけでなく世界中で起こる可能性
がある。ここで勝つことが日本企業・日本経
済にとって極めて重要である。

富士フイルム株式会社　執行役員
　太田 雅弘氏

仕事をするのは現場だ。ピラミットを逆転さ
せ、現場を主役にしたマネジメントイノベー
ションを通じて、世界最強の現場をつくる。そ
して、その現場を支援することが私の仕事だ。
サントリー食品インターナショナル株式会社　執行役員

　沖中 直人氏

これまでは人事管理をしてきた人事である。
これからは世界的に組織開発、つまり育てる
人事に変わっていかなければならない。組織
をどう育てるかが人で勝つ基本である。
株式会社LIXILグループ　執行役副社長人事総務担当

　八木 洋介氏

政府のシナリオは既にほとんどできている。
ボールは我々民間に投げられているという認
識でいいのではないか。
株式会社三菱ケミカルホールディングス　取締役会長

　小林 喜光氏

社会構造的に労働人口が間違いなく減ってい
く中、物流という社会的インフラの責任をどう
果たしていくかは、物流業界全体の課題であ
り、今がその変革のタイミングだ。
ヤマトホールディングス株式会社　代表取締役社長

　 山内 雅喜氏

今後のイノベーションに対してのチャレンジ
は、常に環境の変化に対してどう動けるかが
鍵だと思う。いろんな形でのチャレンジを通
じて売上の中身を変えながら時代の流れに
合わせていきたい。

ブラザー工業株式会社　代表取締役社長
　小池 利和氏

関心無くして敬意なし、敬意無くして信頼な
し、信頼なくして協働なし。人に関心がない
人は、お互いに敬意を築くことはできない。
日本たばこ産業株式会社　代表取締役副社長

　新貝 康司氏

一流の経営者は、お金を残す。超一流の経営
者は事業を残す。極めた匠の経営者は人材を
残す。人材を残すことは唯一将来に向けてサ
ステナビリティを担保できる。未来の礎を残
すことのできる経営者は最高だ。
武田薬品工業株式会社　コーポレート･オフィサー

　平手 晴彦氏

経営者にとって一番大切なことは人間が大好
きなことである。胆力・度胸を備え、企業・家
族を巻き込んだ判断が求められる時、自分の
利害関係を除外して意思決定できることが必
要である。

東京電力株式会社　取締役会長
 數土 文夫氏

※セッションの詳細は知見録をご覧ください。

※本リーフレットに掲載のご所属・お役職はご登壇当時のものとなります。

http://globis.jp
Facebook:
Twitter:

https://www.facebook.com/CHIKENROKU
https://twitter.com/GLOBISJP

カンタン、サクサク！
アプリがリニューアルしました！

M&Aを成功させるために重要なことは3つある。 
①戦略の適合性があること ②もともと高値掴みの
構造にあるため、過剰に高値で買わないこと ③統
合によるシナジー効果を必ず実行すること。
M&Aは時間を買うためには非常に有効なツール
のため、活用してほしい。 
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ株式会社

代表取締役社長　岡 俊子氏

大企業では、リスクを取って可能性があるの
ならリーダーが説得して道を開くべきである。
経営の舵取りを行い、心の非連続を是正する
ことがリーダーシップだと思う。

日本電信電話株式会社　取締役
　栗山 浩樹氏

セブングループでは、「お客様に誠実、取引
先・株主、地域社会に誠実、社員に誠実」と3
つの誠実が社是にある。どこかが欠けてもダ
メになる。変化が激しい時代の今、いつでも
絶えずトップが意識しないといけない。

株式会社セブン銀行　代表取締役会長
　氏

デジタルのファンダメンタルなインパクトは、ユー
ザーのことが直接わかる、直接対話が出来る、
直接届けることができる、ということ。これまで
店舗や卸など中間を見てビジネスをしてきた。こ
れからはエンドユーザーの動きを見るビジネスの
感度・感性を経営者が持たなければならない。
グーグル株式会社　マネージングディレクター

　岩村 水樹氏


