
「G1」というプラットフォーム 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
◆自分の課題を客観的に捉える機会となりました。自社の価値、ミッションと向き合って、未来を創っていきたいと

思います。

◆初めての参加でしたが、分科会はリアリティーがあり参考になりました。特にコンサル会社ではなく、実務会社の
トップマネジメントの分科会が良いと感じました。

◆企業規模が異なる経営者の方々の視点、視座、課題から、期待以上の学びと気付きを得ることができました。

◆マクロ・国レベルのテーマから、明日からの具体的なアクションにつながる戦略・組織・人材の話まで、多様な刺激
を得られ充実した時間になりました。

◆形式的になりがちな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。

◆パネリストが次のセッションではオーディエンスになるというスタイルは他にはないので、すばらしいと感じました。

◆一流の経営者の皆様の肉声で、多くの意見を聞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：梁島（やなしま）、岩崎

開催概要

過去7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。

朝日インテック株式会社
味の素株式会社
アフラック生命保険株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
江崎グリコ株式会社
株式会社SMBC信託銀行
エヌ・イー ケムキャット株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
ＮＴＴファイナンス株式会社
大阪ガス株式会社
オタフクソース株式会社
小野薬品工業株式会社
オリックス株式会社
キリン株式会社
株式会社公文教育研究会
KDDI株式会社
サトーホールディングス株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社
JSR株式会社
株式会社JOLED
株式会社ジェーシービー
株式会社JTB
株式会社ジェイテクト
清水建設株式会社
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社新生銀行
鈴与株式会社
住友精密工業株式会社
セガサミーホールディングス株式会社
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

株式会社セブン銀行
全日本空輸株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
第一生命保険株式会社
大日本住友製薬株式会社
中部電力株式会社
株式会社TBSテレビ
帝人株式会社
テルモ株式会社
株式会社デンソー
東京海上日動火災保険株式会社
東京ガス株式会社
東京建物株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社東芝
東北電力株式会社
東和薬品株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車九州株式会社
豊田通商株式会社
長瀬産業株式会社
中日本高速道路株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日本水産株式会社
日本製粉株式会社
日本電気株式会社
日本ハム株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社

日本オラクル株式会社
株式会社日本政策投資銀行
パナソニック株式会社
株式会社パルコ
株式会社光通信
株式会社日立システムズ
株式会社VSN
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
株式会社プレナス
ボルボ・カー・ジャパン株式会社
Mipox株式会社
マックス株式会社
株式会社ミスミグループ本社
三井金属鉱業株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ケミカルホールディングス
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
森トラスト株式会社
ヤマハ発動機株式会社
ヤマモリ株式会社
株式会社UACJ
楽天株式会社
株式会社LIXIL
株式会社リクルートスタッフィング
東急リバブル株式会社
ロート製薬株式会社
ワールド・モード・ホールディングス株式会社

他多数

201905

グロービスが提供する役員向けプログラム「知命社中」は、異業種から集った経営
幹部が切磋琢磨しつつ、経営者としての使命を自得する場です。各界の第一線で
活躍する講師や参加者同士のダイアログには、社内では味わえない異次元の刺激
があります。得られた刺激を通じて経営哲学を磨き、時代認識を明確にした上で、
目指すビジョン、組織が向き合うアジェンダをクリアにしていきます。また、
アセスメントでの自己客観視、吉野山など非日常体験を活かして自己内対話を
深めていきます。

■実施日：2019年9月～2020年4月（7モジュールで計16日間/モジュール合宿形式）

■場所：東京近郊、奈良県吉野町、静岡県浜松市、茨城県水戸市

■対象：企業の次の経営を担うエグゼクティブ層（原則執行役員以上）

■定員：30名 ※定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

知命社中事務局：横田・塩谷
Email：chimei＠globis.co.jp
TEL：03-5275-3695
WEB：https://chimeishachu.globis.co.jp/

詳細はお問合わせください。

2019年10月27日（日）
グロービス経営大学院　東京校

経 営 者 会 議
2 0 19

G 1  E x e c u t i v e  C o n f e r e n c e

部会ネットワーク

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

G1メンバーたちが各領域の創造と変革を目指して
ネットワークを構築し、勉強会を主催しています

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ベンチャー

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
G1Global Conference

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経営者会議

G1政策研究所
（100の行動）

G1テクノロジー研究所 G1環境研究所
（G1海洋環境研究会）

G1文化研究所

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地域会議
（九州、関西、中国・四国、中部）各領域で活躍する20歳～30歳代のリーダーを募り、 

日本の未来を担う人材を発掘・育成する

G1新世代リーダー・サミット

本会議

カ
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グローバル

経済

地域・世代

シンクタンク機能

「批判よりも提案を」「思想から行動へ」という行動精神から、
30を超えるイニシアティブが生まれています

KIBOWG1政治部会 G1首長ネットワーク G1官僚部会

G1ソーシャル部会G1スポーツ部会

アスリートソサエティ東の食の会

ソーシャルビジネス
プラットフォーム

スタートアップ都市
推進協議会

熱意ある地方創生
ベンチャー連合

イニシアティブ

Ｇ１宇宙研究会、
Ｇ１ディープラーニング研究会、

Ｇ１ Ｆｉｎｔｅｃｈ研究会

（一部抜粋）

G1メディア部会

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。



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年に立ち上げた「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、世耕弘成経済産業大臣、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、資生堂の魚谷雅彦社長、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、4つです。

　Ⅰ．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

　Ⅱ．各分野で活躍する日本企業やグローバル企業の事例と課題を共有し、世界で戦うための戦略を学ぶ

　Ⅲ．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

　Ⅳ．大企業の執行役員以上が集い、経営層同士のコミュニティ形成に寄与する

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

2019年10月27日（日）9時00分～18時30分　終了後懇親会 18時45分～20時00分（予定）

グロービス経営大学院　東京校（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）、一社につき一名様にご参加いただけます
※女性のご参加者を含む場合は一社二名様までご参加いただけます。また女性活躍推進の一環として女性の場合は部長職相当の方もご参加いただけます。
※企業経営者に加え、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：118,000円（参加費・昼食費・懇親会費・消費税含む）
早期申込割引：8月23日（金）までにお申し込みいただいた場合は98,000円となります

9月13日（金）※定員になり次第締め切らせていただきます

300名程度（先着順）

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

以下URLよりご登録をお願いいたします。

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

 ・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し込み時に頂戴します。
 ・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。
 ・9月28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。
 ・プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。https://www.globis.co.jp/privacy/ ※セッションの詳細は知見録をご覧ください。

https://globis.jp Facebook:
Twitter:

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

※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。「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
昨年度プログラム G1経営者会議2018

これまでのご登壇者　ダイジェスト一言

基調講演　「日本企業が世界No.1になるために、政府が実施していること・民間に期待すること」
◇スピーカー◇

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

◇モデレーター◇
菅 義偉 氏／内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当大臣

オープニング・セッション9：00‐9：15

第1部 全体会9：15‐10：00

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
小池 利和 氏／ブラザー工業 代表取締役会長
髙橋 誠 氏／KDDI 代表取締役 社長
松﨑 正年 氏／コニカミノルタ 取締役会議長
堀 義人／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

第2部 全体会10：05‐11：05

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
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）
米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO 
堀 義人／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

第8部 全体会17：45‐18：30

竹中 平蔵 氏／慶應義塾大学 名誉教授、東洋大学 教授

第3部 分科会11：20‐12：20

「コミュニティによるゲームチェンジ
～顧客を宣伝マンに転換するマーケティング～」

川名 常海 氏／良品計画 WEB事業部 部長
仲山 進也 氏／仲山考材 代表取締役
吉松 徹郎 氏／アイスタイル 
   代表取締役社長 兼 CEO

◇パネリスト◇

佐渡島 庸平 氏／コルク 代表取締役
◇モデレーター◇

「プラットフォーム戦略でゲームチェンジ
　　 ～世界次元の競争に勝つために～」
◇パネリスト◇
栗山 浩樹 氏／日本電信電話
   取締役 新ビジネス推進室長 2020担当
田中 豊人 氏／アリババ 代表執行役員副社長
長崎 忠雄 氏／アマゾンウェブサービスジャパン 代表取締役社長
◇モデレーター◇
石黒 不二代 氏／ネットイヤーグループ 代表取締役社長 兼 CEO

「M&Aによるゲームチェンジ
～スピーディに非連続成長を遂げる方法論～」
◇パネリスト◇
加留部 淳 氏／豊田通商 取締役会長
髙島 宏平 氏／オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長
平手 晴彦 氏／武田薬品工業 コーポレート・オフィサー

◇モデレーター◇
重富 隆介 氏／三菱UFJモルガン・スタンレー証券 常務執行役員

「外国人材によるゲームチェンジ
～日本企業をグローバル化する組織改革論～」
◇パネリスト◇

藤沢 久美 氏／シンクタンク・ソフィアバンク 代表
◇モデレーター◇

小林 史明 氏／ 衆議院議員
田口 義隆 氏／セイノーホールディングス 代表取締役社長
伊達 美和子 氏／森トラスト 代表取締役社長
山脇 康嗣 氏／さくら共同法律事務所 パートナー弁護士

ランチセッション12：20‐13：20

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
第4部 分科会13：30‐14：30

「小売のゲームチェンジ
　　～次の主戦場とその勝ち方とは～」

青井 浩 氏／丸井グループ 代表取締役社長
軍地 彩弓 氏／gumi-gumi 代表取締役
小泉 文明 氏／メルカリ 取締役社長 兼 COO

◇パネリスト◇

小澤 隆生 氏／ヤフー 常務執行役員
◇モデレーター◇

「ハラスメントリスクでゲームオーバー？
　　 ～そうならない危機管理と広報～」

岩田 喜美枝 氏／東京都 監査委員
大門 小百合 氏／The Japan Times 執行役員 編集局長
永沢 徹 氏／永沢総合法律事務所 代表弁護士
西谷 武夫 氏／ウェーバー・シャンドウィック 会長

◇モデレーター◇
程 近智 氏／アクセンチュア 相談役

◇パネリスト◇

「働き方改革でゲームチェンジ
～優秀なタレントを採用・維持する人事戦略～」

髙田 旭人 氏／ジャパネットホールディングス 
   代表取締役社長 兼 CEO
田中 邦裕 氏／さくらインターネット 代表取締役社長 
   最高経営責任者
吉住 公一郎 氏／マニュライフ生命保険 
    取締役代表執行役社長 兼 CEO　

◇パネリスト◇

小室 淑恵 氏／ワーク・ライフバランス 代表取締役社長
◇モデレーター◇

臼井 重雄 氏／パナソニック アプライアンス社 
   デザインセンター所長
田川 欣哉 氏／Takram 代表取締役
濱田 優貴 氏／メルカリ 取締役CPO

「デザインでゲームチェンジ
～デザイン経営によるイノベーションの加速～」
◇パネリスト◇

梅澤 高明 氏／A.T.カーニー 日本法人会長
◇モデレーター◇

第5部 分科会14：45‐15：45

「テクノベートでゲームチェンジ
～ロボットとAI活用による競争優位の構築～」

印藤 正裕 氏／清水建設 常務執行役員 生産技術本部長
上野山 勝也 氏／PKSHA Technology 代表取締役
北野 宏明 氏／ソニーコンピュータサイエンス研究所 
   代表取締役社長
島田 太郎 氏／東芝 コーポレートデジタル事業責任者CSO

◇パネリスト◇

秋山 咲恵 氏／サキコーポレーション ファウンダー
◇モデレーター◇

「地政学リスクと企業経営
　　  ～危機管理とレジリエンス確保～」
田村 耕太郎 氏／ミルケンインスティテュート アジアフェロー
三原 康弘 氏／長瀬産業
   執行役員スペシャリティケミカル事業部長
山田 正明 氏／国際協力銀行 常務執行役員 
   資源ファイナンス部門長

◇パネリスト◇

神保 謙 氏／慶應義塾大学 総合政策学部教授
◇モデレーター◇

「採用力によるゲームチェンジ
～ミレニアル世代に適応した人材獲得手法とは～」

上野 勇 氏／セプテーニ・ホールディングス
   取締役 グループ上席執行役員
中野 智哉 氏／ｉ-ｐｌｕｇ 代表取締役CEO 
野口 孝広 氏／リクルート 人事・総務 執行役員  
藤川 宏 氏／キリン 執行役員 人事総務部長  

◇パネリスト◇

岡島 悦子 氏／プロノバ 代表取締役社長
◇モデレーター◇

「アートによるゲームチェンジ
～企業によるアート活動はCSRかCSVか？～」

石坂 泰章 氏／サザビーズジャパン 
   代表取締役会長 兼 社長
長谷川 祐子 氏／東京藝術大学 大学院 教授
福本 ともみ 氏／サントリーホールディングス 
    執行役員

◇パネリスト◇

森 浩生 氏／森ビル 取締役副社長執行役員
◇モデレーター◇

第6部 分科会16：00‐17：00

「キャッシュレスによるゲームチェンジ
～社会はどう便利になりどの企業が覇権を握るのか～」

石川 康晴 氏／ストライプインターナショナル 代表取締役社長
川邊 健太郎氏／ヤフー 代表取締役社長
渋谷 愛郎 氏／三井住友銀行 執行役員 
   トランザクション・ビジネス本部長
舛田 淳 氏／LINE 取締役 CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）

◇パネリスト◇

辻 庸介 氏／マネーフォワード 代表取締役社長CEO
◇モデレーター◇

「オープンイノベーションでゲームチェンジ
～異業種・スタートアップとの連携で優位に立つ方法論～」

西城 洋志 氏／Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.
　　　　　   社長
平 将明 氏／衆議院議員
中尾 光宏 氏／凸版印刷 取締役常務執行役員
春田 真 氏／BeeEdge 代表取締役社長

◇パネリスト◇

仮屋薗 聡一／グロービスキャピタルパートナーズ マネージング・パートナー
◇モデレーター◇

「HR-Techでゲームチェンジ
～テクノロジーを活用してヒト・組織で勝つ経営とは～」

濱瀬 牧子 氏／LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 
     LIXIL Water Technology CHRO, GROHEボードメンバー 
牧野 正幸 氏／ワークスアプリケーションズ 
   代表取締役最高経営責任者
矢野 和男 氏／日立製作所 フェロー 理事

◇パネリスト◇

西 恵一郎／グロービス マネジング・ディレクター
◇モデレーター◇

「ゲームチェンジの時代だからこそ求められる不動心
　　　　　　　　　～経営者の信念と軸～」

石橋 義 氏／JＯＬＥＤ 代表取締役社長 
田中 愼一 氏／フライシュマン･ヒラード･ジャパン 
   代表取締役社長
田中 利典 氏／金峯山寺 長臈

◇パネリスト◇

鎌田 英治／グロービス マネジング･ディレクター
◇モデレーター◇

社会事業家部門 魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
社会起業家部門 米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO
特別賞 髙橋 則広 氏／年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) 理事長

第7部 全体会　17：15‐17：45

G1ソーシャルアワード

「ESGによるゲームチェンジ～社会と企業との持続的な成長にむけて～」

クロージング・セッション18：30‐18：45

民間と政府の関係において、「政府が民間の事に口
を出すのはおかしい」というご指摘を受けることがあ
るが、政府の役割は競争ができる環境を整備するこ
とである。透明な競争ができる環境をいかに政府と
して創りだすかが重要であり、それが実現できれば
自ずと相応しい競争は起こるのである。

内閣官房長官　沖縄基地負担軽減担当　拉致問題担当大臣
菅 義偉 氏　（2018年ご登壇）

これからの人事は「マルチに優秀な人を集める」ことに
注力するよりも、「色々な社員の強みを掛け算する」方
向で考えることが重要。めざすは、強く、変化に耐えう
る組織。AIには「企業と求職者がwin-winとなるような
採用プロセスの変革」と「人間の想像を超える発想によ
る人材の発掘（偶発性の向上）」を期待している。

株式会社LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 LIXIL Water Technology CHRO,GROHEボードメンバー
濱瀬 牧子 氏　（2018年ご登壇） 

ゲームチェンジの時代を迎え、環境の急激な変化に
対応すべく様々なことを疑って見なくてはいけない。
しかし今まで積み重ねてきた成功体験がその思考を
妨げ、結果として自分自身への大きな呪縛になること
もある。私が考える不動心の１つは「自己否定できる
自分の強さを持つこと」である。

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
田中 愼一 氏　（2018年ご登壇）

キャッシュレス化の推進は、過去から長く続いてきた
「お金」の流れを一気に変えようとする営み。この変
化で生じる新たな隙間や個々のお金の使いみちの全
体像が明らかになれば、新サービスがどんどん生ま
れるだろう。結果として日本社会をつくり直すほどの
インパクトになると思われる。

LINE株式会社　取締役　CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）
舛田 淳 氏　（2018年ご登壇）

今、オープンイノベーションが必要な理由は、「発明」の
時代から「新結合」の時代に移っているからだ。「発明」
の時代は革新的な技術がそのまま価値に繋がった。しか
し技術開発が進み、若者を中心に求めるものが技術か
ら価値に遷移する中で、個々の技術ではなく技術の組み
合わせが生み出す新しい価値が求められている。

Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.　社長
西城 洋志 氏　（2018年ご登壇）

議論にダイバーシティがあることが重要である。色々
な要素を持った人達がコンフリクトを起こし議論し新
しいものを作っていく中でのトップの役割は、たくさ
ん意見を出させるファシリテーターであること、最後
に決めることである。コンフリクトの無いところにイノ
ベーションは起こらないと思っている。

株式会社資生堂　代表取締役　執行役員社長 兼 CEO
魚谷 雅彦 氏　（2017年ご登壇）

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。
色々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　（2015年ご登壇） 

リアルの店舗は、商圏の制約からどうしても取り扱い商品
が標準化されやすい。一方、ネットショップは、いわば全国
大会であり商圏の狭さを気にする必要はない。全国で選ば
れるには自分が熱を込められ、違いを生むことができる商
売こそが大事になる。熱が伝われば全国に散らばるファン
は引き寄せられ、結果、コミュニティが形成されていく。

仲山考材株式会社　代表取締役／楽天株式会社　楽天大学学長
仲山 進也 氏　（2018年ご登壇）

ハラスメント対策はリスクマネジメントであり、ダイ
バーシティマネジメントの一部でもある。多様な人が
活躍できる会社をつくることは、ハラスメントのない
職場をつくることと同じ。ハラスメントを解決するため
には、ダイバーシティの推進、ゆとりある職場づくり、
男女の固定的なイメージの払拭がポイントとなる。

東京都　監査委員
岩田 喜美枝 氏　（2018年ご登壇）

PMIを実際に進めるにあたり、効果的だった取組みは2
つある。1つはクイックな成功体験をつくること。あらゆ
る場面にクイックウィンを散りばめることがモチベー
ションの向上に繋がった。もう1つは組織のキーマンを
見極められる“筋の良い人”を探し、その人を仲間につけ
ること。その結果、統合のスピードが一気に加速した。

オイシックス・ラ・大地株式会社　代表取締役社長
髙島 宏平 氏　（2018年ご登壇）

※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。



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年に立ち上げた「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、世耕弘成経済産業大臣、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、資生堂の魚谷雅彦社長、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、4つです。

　Ⅰ．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

　Ⅱ．各分野で活躍する日本企業やグローバル企業の事例と課題を共有し、世界で戦うための戦略を学ぶ

　Ⅲ．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

　Ⅳ．大企業の執行役員以上が集い、経営層同士のコミュニティ形成に寄与する

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

2019年10月27日（日）9時00分～18時30分　終了後懇親会 18時45分～20時00分（予定）

グロービス経営大学院　東京校（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）、一社につき一名様にご参加いただけます
※女性のご参加者を含む場合は一社二名様までご参加いただけます。また女性活躍推進の一環として女性の場合は部長職相当の方もご参加いただけます。
※企業経営者に加え、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：118,000円（参加費・昼食費・懇親会費・消費税含む）
早期申込割引：8月23日（金）までにお申し込みいただいた場合は98,000円となります

9月13日（金）※定員になり次第締め切らせていただきます

300名程度（先着順）

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

以下URLよりご登録をお願いいたします。

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

 ・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し込み時に頂戴します。
 ・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。
 ・9月28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。
 ・プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。https://www.globis.co.jp/privacy/ ※セッションの詳細は知見録をご覧ください。

https://globis.jp Facebook:
Twitter:

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

※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。「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
昨年度プログラム G1経営者会議2018

これまでのご登壇者　ダイジェスト一言

基調講演　「日本企業が世界No.1になるために、政府が実施していること・民間に期待すること」
◇スピーカー◇

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

◇モデレーター◇
菅 義偉 氏／内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当大臣

オープニング・セッション9：00‐9：15

第1部 全体会9：15‐10：00

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
小池 利和 氏／ブラザー工業 代表取締役会長
髙橋 誠 氏／KDDI 代表取締役 社長
松﨑 正年 氏／コニカミノルタ 取締役会議長
堀 義人／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

第2部 全体会10：05‐11：05

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
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）
米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO 
堀 義人／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

第8部 全体会17：45‐18：30

竹中 平蔵 氏／慶應義塾大学 名誉教授、東洋大学 教授

第3部 分科会11：20‐12：20

「コミュニティによるゲームチェンジ
～顧客を宣伝マンに転換するマーケティング～」

川名 常海 氏／良品計画 WEB事業部 部長
仲山 進也 氏／仲山考材 代表取締役
吉松 徹郎 氏／アイスタイル 
   代表取締役社長 兼 CEO

◇パネリスト◇

佐渡島 庸平 氏／コルク 代表取締役
◇モデレーター◇

「プラットフォーム戦略でゲームチェンジ
　　 ～世界次元の競争に勝つために～」
◇パネリスト◇
栗山 浩樹 氏／日本電信電話
   取締役 新ビジネス推進室長 2020担当
田中 豊人 氏／アリババ 代表執行役員副社長
長崎 忠雄 氏／アマゾンウェブサービスジャパン 代表取締役社長
◇モデレーター◇
石黒 不二代 氏／ネットイヤーグループ 代表取締役社長 兼 CEO

「M&Aによるゲームチェンジ
～スピーディに非連続成長を遂げる方法論～」
◇パネリスト◇
加留部 淳 氏／豊田通商 取締役会長
髙島 宏平 氏／オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長
平手 晴彦 氏／武田薬品工業 コーポレート・オフィサー

◇モデレーター◇
重富 隆介 氏／三菱UFJモルガン・スタンレー証券 常務執行役員

「外国人材によるゲームチェンジ
～日本企業をグローバル化する組織改革論～」
◇パネリスト◇

藤沢 久美 氏／シンクタンク・ソフィアバンク 代表
◇モデレーター◇

小林 史明 氏／ 衆議院議員
田口 義隆 氏／セイノーホールディングス 代表取締役社長
伊達 美和子 氏／森トラスト 代表取締役社長
山脇 康嗣 氏／さくら共同法律事務所 パートナー弁護士

ランチセッション12：20‐13：20

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
第4部 分科会13：30‐14：30

「小売のゲームチェンジ
　　～次の主戦場とその勝ち方とは～」

青井 浩 氏／丸井グループ 代表取締役社長
軍地 彩弓 氏／gumi-gumi 代表取締役
小泉 文明 氏／メルカリ 取締役社長 兼 COO

◇パネリスト◇

小澤 隆生 氏／ヤフー 常務執行役員
◇モデレーター◇

「ハラスメントリスクでゲームオーバー？
　　 ～そうならない危機管理と広報～」

岩田 喜美枝 氏／東京都 監査委員
大門 小百合 氏／The Japan Times 執行役員 編集局長
永沢 徹 氏／永沢総合法律事務所 代表弁護士
西谷 武夫 氏／ウェーバー・シャンドウィック 会長

◇モデレーター◇
程 近智 氏／アクセンチュア 相談役

◇パネリスト◇

「働き方改革でゲームチェンジ
～優秀なタレントを採用・維持する人事戦略～」

髙田 旭人 氏／ジャパネットホールディングス 
   代表取締役社長 兼 CEO
田中 邦裕 氏／さくらインターネット 代表取締役社長 
   最高経営責任者
吉住 公一郎 氏／マニュライフ生命保険 
    取締役代表執行役社長 兼 CEO　

◇パネリスト◇

小室 淑恵 氏／ワーク・ライフバランス 代表取締役社長
◇モデレーター◇

臼井 重雄 氏／パナソニック アプライアンス社 
   デザインセンター所長
田川 欣哉 氏／Takram 代表取締役
濱田 優貴 氏／メルカリ 取締役CPO

「デザインでゲームチェンジ
～デザイン経営によるイノベーションの加速～」
◇パネリスト◇

梅澤 高明 氏／A.T.カーニー 日本法人会長
◇モデレーター◇

第5部 分科会14：45‐15：45

「テクノベートでゲームチェンジ
～ロボットとAI活用による競争優位の構築～」

印藤 正裕 氏／清水建設 常務執行役員 生産技術本部長
上野山 勝也 氏／PKSHA Technology 代表取締役
北野 宏明 氏／ソニーコンピュータサイエンス研究所 
   代表取締役社長
島田 太郎 氏／東芝 コーポレートデジタル事業責任者CSO

◇パネリスト◇

秋山 咲恵 氏／サキコーポレーション ファウンダー
◇モデレーター◇

「地政学リスクと企業経営
　　  ～危機管理とレジリエンス確保～」
田村 耕太郎 氏／ミルケンインスティテュート アジアフェロー
三原 康弘 氏／長瀬産業
   執行役員スペシャリティケミカル事業部長
山田 正明 氏／国際協力銀行 常務執行役員 
   資源ファイナンス部門長

◇パネリスト◇

神保 謙 氏／慶應義塾大学 総合政策学部教授
◇モデレーター◇

「採用力によるゲームチェンジ
～ミレニアル世代に適応した人材獲得手法とは～」

上野 勇 氏／セプテーニ・ホールディングス
   取締役 グループ上席執行役員
中野 智哉 氏／ｉ-ｐｌｕｇ 代表取締役CEO 
野口 孝広 氏／リクルート 人事・総務 執行役員  
藤川 宏 氏／キリン 執行役員 人事総務部長  

◇パネリスト◇

岡島 悦子 氏／プロノバ 代表取締役社長
◇モデレーター◇

「アートによるゲームチェンジ
～企業によるアート活動はCSRかCSVか？～」

石坂 泰章 氏／サザビーズジャパン 
   代表取締役会長 兼 社長
長谷川 祐子 氏／東京藝術大学 大学院 教授
福本 ともみ 氏／サントリーホールディングス 
    執行役員

◇パネリスト◇

森 浩生 氏／森ビル 取締役副社長執行役員
◇モデレーター◇

第6部 分科会16：00‐17：00

「キャッシュレスによるゲームチェンジ
～社会はどう便利になりどの企業が覇権を握るのか～」

石川 康晴 氏／ストライプインターナショナル 代表取締役社長
川邊 健太郎氏／ヤフー 代表取締役社長
渋谷 愛郎 氏／三井住友銀行 執行役員 
   トランザクション・ビジネス本部長
舛田 淳 氏／LINE 取締役 CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）

◇パネリスト◇

辻 庸介 氏／マネーフォワード 代表取締役社長CEO
◇モデレーター◇

「オープンイノベーションでゲームチェンジ
～異業種・スタートアップとの連携で優位に立つ方法論～」

西城 洋志 氏／Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.
　　　　　   社長
平 将明 氏／衆議院議員
中尾 光宏 氏／凸版印刷 取締役常務執行役員
春田 真 氏／BeeEdge 代表取締役社長

◇パネリスト◇

仮屋薗 聡一／グロービスキャピタルパートナーズ マネージング・パートナー
◇モデレーター◇

「HR-Techでゲームチェンジ
～テクノロジーを活用してヒト・組織で勝つ経営とは～」

濱瀬 牧子 氏／LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 
     LIXIL Water Technology CHRO, GROHEボードメンバー 
牧野 正幸 氏／ワークスアプリケーションズ 
   代表取締役最高経営責任者
矢野 和男 氏／日立製作所 フェロー 理事

◇パネリスト◇

西 恵一郎／グロービス マネジング・ディレクター
◇モデレーター◇

「ゲームチェンジの時代だからこそ求められる不動心
　　　　　　　　　～経営者の信念と軸～」

石橋 義 氏／JＯＬＥＤ 代表取締役社長 
田中 愼一 氏／フライシュマン･ヒラード･ジャパン 
   代表取締役社長
田中 利典 氏／金峯山寺 長臈

◇パネリスト◇

鎌田 英治／グロービス マネジング･ディレクター
◇モデレーター◇

社会事業家部門 魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
社会起業家部門 米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO
特別賞 髙橋 則広 氏／年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) 理事長

第7部 全体会　17：15‐17：45

G1ソーシャルアワード

「ESGによるゲームチェンジ～社会と企業との持続的な成長にむけて～」

クロージング・セッション18：30‐18：45

民間と政府の関係において、「政府が民間の事に口
を出すのはおかしい」というご指摘を受けることがあ
るが、政府の役割は競争ができる環境を整備するこ
とである。透明な競争ができる環境をいかに政府と
して創りだすかが重要であり、それが実現できれば
自ずと相応しい競争は起こるのである。

内閣官房長官　沖縄基地負担軽減担当　拉致問題担当大臣
菅 義偉 氏　（2018年ご登壇）

これからの人事は「マルチに優秀な人を集める」ことに
注力するよりも、「色々な社員の強みを掛け算する」方
向で考えることが重要。めざすは、強く、変化に耐えう
る組織。AIには「企業と求職者がwin-winとなるような
採用プロセスの変革」と「人間の想像を超える発想によ
る人材の発掘（偶発性の向上）」を期待している。

株式会社LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 LIXIL Water Technology CHRO,GROHEボードメンバー
濱瀬 牧子 氏　（2018年ご登壇） 

ゲームチェンジの時代を迎え、環境の急激な変化に
対応すべく様々なことを疑って見なくてはいけない。
しかし今まで積み重ねてきた成功体験がその思考を
妨げ、結果として自分自身への大きな呪縛になること
もある。私が考える不動心の１つは「自己否定できる
自分の強さを持つこと」である。

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
田中 愼一 氏　（2018年ご登壇）

キャッシュレス化の推進は、過去から長く続いてきた
「お金」の流れを一気に変えようとする営み。この変
化で生じる新たな隙間や個々のお金の使いみちの全
体像が明らかになれば、新サービスがどんどん生ま
れるだろう。結果として日本社会をつくり直すほどの
インパクトになると思われる。

LINE株式会社　取締役　CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）
舛田 淳 氏　（2018年ご登壇）

今、オープンイノベーションが必要な理由は、「発明」の
時代から「新結合」の時代に移っているからだ。「発明」
の時代は革新的な技術がそのまま価値に繋がった。しか
し技術開発が進み、若者を中心に求めるものが技術か
ら価値に遷移する中で、個々の技術ではなく技術の組み
合わせが生み出す新しい価値が求められている。

Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.　社長
西城 洋志 氏　（2018年ご登壇）

議論にダイバーシティがあることが重要である。色々
な要素を持った人達がコンフリクトを起こし議論し新
しいものを作っていく中でのトップの役割は、たくさ
ん意見を出させるファシリテーターであること、最後
に決めることである。コンフリクトの無いところにイノ
ベーションは起こらないと思っている。

株式会社資生堂　代表取締役　執行役員社長 兼 CEO
魚谷 雅彦 氏　（2017年ご登壇）

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。
色々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　（2015年ご登壇） 

リアルの店舗は、商圏の制約からどうしても取り扱い商品
が標準化されやすい。一方、ネットショップは、いわば全国
大会であり商圏の狭さを気にする必要はない。全国で選ば
れるには自分が熱を込められ、違いを生むことができる商
売こそが大事になる。熱が伝われば全国に散らばるファン
は引き寄せられ、結果、コミュニティが形成されていく。

仲山考材株式会社　代表取締役／楽天株式会社　楽天大学学長
仲山 進也 氏　（2018年ご登壇）

ハラスメント対策はリスクマネジメントであり、ダイ
バーシティマネジメントの一部でもある。多様な人が
活躍できる会社をつくることは、ハラスメントのない
職場をつくることと同じ。ハラスメントを解決するため
には、ダイバーシティの推進、ゆとりある職場づくり、
男女の固定的なイメージの払拭がポイントとなる。

東京都　監査委員
岩田 喜美枝 氏　（2018年ご登壇）

PMIを実際に進めるにあたり、効果的だった取組みは2
つある。1つはクイックな成功体験をつくること。あらゆ
る場面にクイックウィンを散りばめることがモチベー
ションの向上に繋がった。もう1つは組織のキーマンを
見極められる“筋の良い人”を探し、その人を仲間につけ
ること。その結果、統合のスピードが一気に加速した。

オイシックス・ラ・大地株式会社　代表取締役社長
髙島 宏平 氏　（2018年ご登壇）

※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。



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年に立ち上げた「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、世耕弘成経済産業大臣、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、資生堂の魚谷雅彦社長、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、4つです。

　Ⅰ．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

　Ⅱ．各分野で活躍する日本企業やグローバル企業の事例と課題を共有し、世界で戦うための戦略を学ぶ

　Ⅲ．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

　Ⅳ．大企業の執行役員以上が集い、経営層同士のコミュニティ形成に寄与する

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

2019年10月27日（日）9時00分～18時30分　終了後懇親会 18時45分～20時00分（予定）

グロービス経営大学院　東京校（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）、一社につき一名様にご参加いただけます
※女性のご参加者を含む場合は一社二名様までご参加いただけます。また女性活躍推進の一環として女性の場合は部長職相当の方もご参加いただけます。
※企業経営者に加え、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 も々ご招待いたします。

お  一  人  様：118,000円（参加費・昼食費・懇親会費・消費税含む）
早期申込割引：8月23日（金）までにお申し込みいただいた場合は98,000円となります

9月13日（金）※定員になり次第締め切らせていただきます

300名程度（先着順）

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

以下URLよりご登録をお願いいたします。

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

 ・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し込み時に頂戴します。
 ・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。
 ・9月28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。
 ・プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。https://www.globis.co.jp/privacy/ ※セッションの詳細は知見録をご覧ください。

https://globis.jp Facebook:
Twitter:

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

※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。「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
昨年度プログラム G1経営者会議2018

これまでのご登壇者　ダイジェスト一言

基調講演　「日本企業が世界No.1になるために、政府が実施していること・民間に期待すること」
◇スピーカー◇

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

◇モデレーター◇
菅 義偉 氏／内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当大臣

オープニング・セッション9：00‐9：15

第1部 全体会9：15‐10：00

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
小池 利和 氏／ブラザー工業 代表取締役会長
髙橋 誠 氏／KDDI 代表取締役 社長
松﨑 正年 氏／コニカミノルタ 取締役会議長
堀 義人／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

第2部 全体会10：05‐11：05

◇パネリスト◇

◇モデレーター◇

魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
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）
米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO 
堀 義人／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

第8部 全体会17：45‐18：30

竹中 平蔵 氏／慶應義塾大学 名誉教授、東洋大学 教授

第3部 分科会11：20‐12：20

「コミュニティによるゲームチェンジ
～顧客を宣伝マンに転換するマーケティング～」

川名 常海 氏／良品計画 WEB事業部 部長
仲山 進也 氏／仲山考材 代表取締役
吉松 徹郎 氏／アイスタイル 
   代表取締役社長 兼 CEO

◇パネリスト◇

佐渡島 庸平 氏／コルク 代表取締役
◇モデレーター◇

「プラットフォーム戦略でゲームチェンジ
　　 ～世界次元の競争に勝つために～」
◇パネリスト◇
栗山 浩樹 氏／日本電信電話
   取締役 新ビジネス推進室長 2020担当
田中 豊人 氏／アリババ 代表執行役員副社長
長崎 忠雄 氏／アマゾンウェブサービスジャパン 代表取締役社長
◇モデレーター◇
石黒 不二代 氏／ネットイヤーグループ 代表取締役社長 兼 CEO

「M&Aによるゲームチェンジ
～スピーディに非連続成長を遂げる方法論～」
◇パネリスト◇
加留部 淳 氏／豊田通商 取締役会長
髙島 宏平 氏／オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長
平手 晴彦 氏／武田薬品工業 コーポレート・オフィサー

◇モデレーター◇
重富 隆介 氏／三菱UFJモルガン・スタンレー証券 常務執行役員

「外国人材によるゲームチェンジ
～日本企業をグローバル化する組織改革論～」
◇パネリスト◇

藤沢 久美 氏／シンクタンク・ソフィアバンク 代表
◇モデレーター◇

小林 史明 氏／ 衆議院議員
田口 義隆 氏／セイノーホールディングス 代表取締役社長
伊達 美和子 氏／森トラスト 代表取締役社長
山脇 康嗣 氏／さくら共同法律事務所 パートナー弁護士

ランチセッション12：20‐13：20

「テクノベートによるゲームチェンジ～世界No.1を目指すために～」
第4部 分科会13：30‐14：30

「小売のゲームチェンジ
　　～次の主戦場とその勝ち方とは～」

青井 浩 氏／丸井グループ 代表取締役社長
軍地 彩弓 氏／gumi-gumi 代表取締役
小泉 文明 氏／メルカリ 取締役社長 兼 COO

◇パネリスト◇

小澤 隆生 氏／ヤフー 常務執行役員
◇モデレーター◇

「ハラスメントリスクでゲームオーバー？
　　 ～そうならない危機管理と広報～」

岩田 喜美枝 氏／東京都 監査委員
大門 小百合 氏／The Japan Times 執行役員 編集局長
永沢 徹 氏／永沢総合法律事務所 代表弁護士
西谷 武夫 氏／ウェーバー・シャンドウィック 会長

◇モデレーター◇
程 近智 氏／アクセンチュア 相談役

◇パネリスト◇

「働き方改革でゲームチェンジ
～優秀なタレントを採用・維持する人事戦略～」

髙田 旭人 氏／ジャパネットホールディングス 
   代表取締役社長 兼 CEO
田中 邦裕 氏／さくらインターネット 代表取締役社長 
   最高経営責任者
吉住 公一郎 氏／マニュライフ生命保険 
    取締役代表執行役社長 兼 CEO　

◇パネリスト◇

小室 淑恵 氏／ワーク・ライフバランス 代表取締役社長
◇モデレーター◇

臼井 重雄 氏／パナソニック アプライアンス社 
   デザインセンター所長
田川 欣哉 氏／Takram 代表取締役
濱田 優貴 氏／メルカリ 取締役CPO

「デザインでゲームチェンジ
～デザイン経営によるイノベーションの加速～」
◇パネリスト◇

梅澤 高明 氏／A.T.カーニー 日本法人会長
◇モデレーター◇

第5部 分科会14：45‐15：45

「テクノベートでゲームチェンジ
～ロボットとAI活用による競争優位の構築～」

印藤 正裕 氏／清水建設 常務執行役員 生産技術本部長
上野山 勝也 氏／PKSHA Technology 代表取締役
北野 宏明 氏／ソニーコンピュータサイエンス研究所 
   代表取締役社長
島田 太郎 氏／東芝 コーポレートデジタル事業責任者CSO

◇パネリスト◇

秋山 咲恵 氏／サキコーポレーション ファウンダー
◇モデレーター◇

「地政学リスクと企業経営
　　  ～危機管理とレジリエンス確保～」
田村 耕太郎 氏／ミルケンインスティテュート アジアフェロー
三原 康弘 氏／長瀬産業
   執行役員スペシャリティケミカル事業部長
山田 正明 氏／国際協力銀行 常務執行役員 
   資源ファイナンス部門長

◇パネリスト◇

神保 謙 氏／慶應義塾大学 総合政策学部教授
◇モデレーター◇

「採用力によるゲームチェンジ
～ミレニアル世代に適応した人材獲得手法とは～」

上野 勇 氏／セプテーニ・ホールディングス
   取締役 グループ上席執行役員
中野 智哉 氏／ｉ-ｐｌｕｇ 代表取締役CEO 
野口 孝広 氏／リクルート 人事・総務 執行役員  
藤川 宏 氏／キリン 執行役員 人事総務部長  

◇パネリスト◇

岡島 悦子 氏／プロノバ 代表取締役社長
◇モデレーター◇

「アートによるゲームチェンジ
～企業によるアート活動はCSRかCSVか？～」

石坂 泰章 氏／サザビーズジャパン 
   代表取締役会長 兼 社長
長谷川 祐子 氏／東京藝術大学 大学院 教授
福本 ともみ 氏／サントリーホールディングス 
    執行役員

◇パネリスト◇

森 浩生 氏／森ビル 取締役副社長執行役員
◇モデレーター◇

第6部 分科会16：00‐17：00

「キャッシュレスによるゲームチェンジ
～社会はどう便利になりどの企業が覇権を握るのか～」

石川 康晴 氏／ストライプインターナショナル 代表取締役社長
川邊 健太郎氏／ヤフー 代表取締役社長
渋谷 愛郎 氏／三井住友銀行 執行役員 
   トランザクション・ビジネス本部長
舛田 淳 氏／LINE 取締役 CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）

◇パネリスト◇

辻 庸介 氏／マネーフォワード 代表取締役社長CEO
◇モデレーター◇

「オープンイノベーションでゲームチェンジ
～異業種・スタートアップとの連携で優位に立つ方法論～」

西城 洋志 氏／Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.
　　　　　   社長
平 将明 氏／衆議院議員
中尾 光宏 氏／凸版印刷 取締役常務執行役員
春田 真 氏／BeeEdge 代表取締役社長

◇パネリスト◇

仮屋薗 聡一／グロービスキャピタルパートナーズ マネージング・パートナー
◇モデレーター◇

「HR-Techでゲームチェンジ
～テクノロジーを活用してヒト・組織で勝つ経営とは～」

濱瀬 牧子 氏／LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 
     LIXIL Water Technology CHRO, GROHEボードメンバー 
牧野 正幸 氏／ワークスアプリケーションズ 
   代表取締役最高経営責任者
矢野 和男 氏／日立製作所 フェロー 理事

◇パネリスト◇

西 恵一郎／グロービス マネジング・ディレクター
◇モデレーター◇

「ゲームチェンジの時代だからこそ求められる不動心
　　　　　　　　　～経営者の信念と軸～」

石橋 義 氏／JＯＬＥＤ 代表取締役社長 
田中 愼一 氏／フライシュマン･ヒラード･ジャパン 
   代表取締役社長
田中 利典 氏／金峯山寺 長臈

◇パネリスト◇

鎌田 英治／グロービス マネジング･ディレクター
◇モデレーター◇

社会事業家部門 魚谷 雅彦 氏／資生堂 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
社会起業家部門 米良 はるか 氏／READYFOR 代表取締役 CEO
特別賞 髙橋 則広 氏／年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) 理事長

第7部 全体会　17：15‐17：45

G1ソーシャルアワード

「ESGによるゲームチェンジ～社会と企業との持続的な成長にむけて～」

クロージング・セッション18：30‐18：45

民間と政府の関係において、「政府が民間の事に口
を出すのはおかしい」というご指摘を受けることがあ
るが、政府の役割は競争ができる環境を整備するこ
とである。透明な競争ができる環境をいかに政府と
して創りだすかが重要であり、それが実現できれば
自ずと相応しい競争は起こるのである。

内閣官房長官　沖縄基地負担軽減担当　拉致問題担当大臣
菅 義偉 氏　（2018年ご登壇）

これからの人事は「マルチに優秀な人を集める」ことに
注力するよりも、「色々な社員の強みを掛け算する」方
向で考えることが重要。めざすは、強く、変化に耐えう
る組織。AIには「企業と求職者がwin-winとなるような
採用プロセスの変革」と「人間の想像を超える発想によ
る人材の発掘（偶発性の向上）」を期待している。

株式会社LIXIL 理事 グローバル人事本部 本部長 兼 LIXIL Water Technology CHRO,GROHEボードメンバー
濱瀬 牧子 氏　（2018年ご登壇） 

ゲームチェンジの時代を迎え、環境の急激な変化に
対応すべく様々なことを疑って見なくてはいけない。
しかし今まで積み重ねてきた成功体験がその思考を
妨げ、結果として自分自身への大きな呪縛になること
もある。私が考える不動心の１つは「自己否定できる
自分の強さを持つこと」である。

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
田中 愼一 氏　（2018年ご登壇）

キャッシュレス化の推進は、過去から長く続いてきた
「お金」の流れを一気に変えようとする営み。この変
化で生じる新たな隙間や個々のお金の使いみちの全
体像が明らかになれば、新サービスがどんどん生ま
れるだろう。結果として日本社会をつくり直すほどの
インパクトになると思われる。

LINE株式会社　取締役　CSMO（Chief Strategy & Marketing Officer）
舛田 淳 氏　（2018年ご登壇）

今、オープンイノベーションが必要な理由は、「発明」の
時代から「新結合」の時代に移っているからだ。「発明」
の時代は革新的な技術がそのまま価値に繋がった。しか
し技術開発が進み、若者を中心に求めるものが技術か
ら価値に遷移する中で、個々の技術ではなく技術の組み
合わせが生み出す新しい価値が求められている。

Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley Inc.　社長
西城 洋志 氏　（2018年ご登壇）

議論にダイバーシティがあることが重要である。色々
な要素を持った人達がコンフリクトを起こし議論し新
しいものを作っていく中でのトップの役割は、たくさ
ん意見を出させるファシリテーターであること、最後
に決めることである。コンフリクトの無いところにイノ
ベーションは起こらないと思っている。

株式会社資生堂　代表取締役　執行役員社長 兼 CEO
魚谷 雅彦 氏　（2017年ご登壇）

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。
色々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　（2015年ご登壇） 

リアルの店舗は、商圏の制約からどうしても取り扱い商品
が標準化されやすい。一方、ネットショップは、いわば全国
大会であり商圏の狭さを気にする必要はない。全国で選ば
れるには自分が熱を込められ、違いを生むことができる商
売こそが大事になる。熱が伝われば全国に散らばるファン
は引き寄せられ、結果、コミュニティが形成されていく。

仲山考材株式会社　代表取締役／楽天株式会社　楽天大学学長
仲山 進也 氏　（2018年ご登壇）

ハラスメント対策はリスクマネジメントであり、ダイ
バーシティマネジメントの一部でもある。多様な人が
活躍できる会社をつくることは、ハラスメントのない
職場をつくることと同じ。ハラスメントを解決するため
には、ダイバーシティの推進、ゆとりある職場づくり、
男女の固定的なイメージの払拭がポイントとなる。

東京都　監査委員
岩田 喜美枝 氏　（2018年ご登壇）

PMIを実際に進めるにあたり、効果的だった取組みは2
つある。1つはクイックな成功体験をつくること。あらゆ
る場面にクイックウィンを散りばめることがモチベー
ションの向上に繋がった。もう1つは組織のキーマンを
見極められる“筋の良い人”を探し、その人を仲間につけ
ること。その結果、統合のスピードが一気に加速した。

オイシックス・ラ・大地株式会社　代表取締役社長
髙島 宏平 氏　（2018年ご登壇）

※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。



「G1」というプラットフォーム 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
◆自分の課題を客観的に捉える機会となりました。自社の価値、ミッションと向き合って、未来を創っていきたいと

思います。

◆初めての参加でしたが、分科会はリアリティーがあり参考になりました。特にコンサル会社ではなく、実務会社の
トップマネジメントの分科会が良いと感じました。

◆企業規模が異なる経営者の方々の視点、視座、課題から、期待以上の学びと気付きを得ることができました。

◆マクロ・国レベルのテーマから、明日からの具体的なアクションにつながる戦略・組織・人材の話まで、多様な刺激
を得られ充実した時間になりました。

◆形式的になりがちな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。

◆パネリストが次のセッションではオーディエンスになるというスタイルは他にはないので、すばらしいと感じました。

◆一流の経営者の皆様の肉声で、多くの意見を聞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：梁島（やなしま）、岩崎

開催概要

過去7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。

朝日インテック株式会社
味の素株式会社
アフラック生命保険株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
江崎グリコ株式会社
株式会社SMBC信託銀行
エヌ・イー ケムキャット株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
ＮＴＴファイナンス株式会社
大阪ガス株式会社
オタフクソース株式会社
小野薬品工業株式会社
オリックス株式会社
キリン株式会社
株式会社公文教育研究会
KDDI株式会社
サトーホールディングス株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社
JSR株式会社
株式会社JOLED
株式会社ジェーシービー
株式会社JTB
株式会社ジェイテクト
清水建設株式会社
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社新生銀行
鈴与株式会社
住友精密工業株式会社
セガサミーホールディングス株式会社
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

株式会社セブン銀行
全日本空輸株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
第一生命保険株式会社
大日本住友製薬株式会社
中部電力株式会社
株式会社TBSテレビ
帝人株式会社
テルモ株式会社
株式会社デンソー
東京海上日動火災保険株式会社
東京ガス株式会社
東京建物株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社東芝
東北電力株式会社
東和薬品株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車九州株式会社
豊田通商株式会社
長瀬産業株式会社
中日本高速道路株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日本水産株式会社
日本製粉株式会社
日本電気株式会社
日本ハム株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社

日本オラクル株式会社
株式会社日本政策投資銀行
パナソニック株式会社
株式会社パルコ
株式会社光通信
株式会社日立システムズ
株式会社VSN
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
株式会社プレナス
ボルボ・カー・ジャパン株式会社
Mipox株式会社
マックス株式会社
株式会社ミスミグループ本社
三井金属鉱業株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ケミカルホールディングス
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
森トラスト株式会社
ヤマハ発動機株式会社
ヤマモリ株式会社
株式会社UACJ
楽天株式会社
株式会社LIXIL
株式会社リクルートスタッフィング
東急リバブル株式会社
ロート製薬株式会社
ワールド・モード・ホールディングス株式会社

他多数

201905

グロービスが提供する役員向けプログラム「知命社中」は、異業種から集った経営
幹部が切磋琢磨しつつ、経営者としての使命を自得する場です。各界の第一線で
活躍する講師や参加者同士のダイアログには、社内では味わえない異次元の刺激
があります。得られた刺激を通じて経営哲学を磨き、時代認識を明確にした上で、
目指すビジョン、組織が向き合うアジェンダをクリアにしていきます。また、
アセスメントでの自己客観視、吉野山など非日常体験を活かして自己内対話を
深めていきます。

■実施日：2019年9月～2020年4月（7モジュールで計16日間/モジュール合宿形式）

■場所：東京近郊、奈良県吉野町、静岡県浜松市、茨城県水戸市

■対象：企業の次の経営を担うエグゼクティブ層（原則執行役員以上）

■定員：30名 ※定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

知命社中事務局：横田・塩谷
Email：chimei＠globis.co.jp
TEL：03-5275-3695
WEB：https://chimeishachu.globis.co.jp/

詳細はお問合わせください。

2019年10月27日（日）
グロービス経営大学院　東京校

経 営 者 会 議
2 0 19

G 1  E x e c u t i v e  C o n f e r e n c e

部会ネットワーク

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

G1メンバーたちが各領域の創造と変革を目指して
ネットワークを構築し、勉強会を主催しています

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ベンチャー

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
G1Global Conference

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経営者会議

G1政策研究所
（100の行動）

G1テクノロジー研究所 G1環境研究所
（G1海洋環境研究会）

G1文化研究所

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地域会議
（九州、関西、中国・四国、中部）各領域で活躍する20歳～30歳代のリーダーを募り、 

日本の未来を担う人材を発掘・育成する

G1新世代リーダー・サミット

本会議
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シンクタンク機能

「批判よりも提案を」「思想から行動へ」という行動精神から、
30を超えるイニシアティブが生まれています

KIBOWG1政治部会 G1首長ネットワーク G1官僚部会

G1ソーシャル部会G1スポーツ部会

アスリートソサエティ東の食の会

ソーシャルビジネス
プラットフォーム

スタートアップ都市
推進協議会

熱意ある地方創生
ベンチャー連合

イニシアティブ

Ｇ１宇宙研究会、
Ｇ１ディープラーニング研究会、

Ｇ１ Ｆｉｎｔｅｃｈ研究会

（一部抜粋）

G1メディア部会

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。



「G1」というプラットフォーム 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
◆自分の課題を客観的に捉える機会となりました。自社の価値、ミッションと向き合って、未来を創っていきたいと

思います。

◆初めての参加でしたが、分科会はリアリティーがあり参考になりました。特にコンサル会社ではなく、実務会社の
トップマネジメントの分科会が良いと感じました。

◆企業規模が異なる経営者の方々の視点、視座、課題から、期待以上の学びと気付きを得ることができました。

◆マクロ・国レベルのテーマから、明日からの具体的なアクションにつながる戦略・組織・人材の話まで、多様な刺激
を得られ充実した時間になりました。

◆形式的になりがちな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。

◆パネリストが次のセッションではオーディエンスになるというスタイルは他にはないので、すばらしいと感じました。

◆一流の経営者の皆様の肉声で、多くの意見を聞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：梁島（やなしま）、岩崎

開催概要

過去7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。

朝日インテック株式会社
味の素株式会社
アフラック生命保険株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
江崎グリコ株式会社
株式会社SMBC信託銀行
エヌ・イー ケムキャット株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
ＮＴＴファイナンス株式会社
大阪ガス株式会社
オタフクソース株式会社
小野薬品工業株式会社
オリックス株式会社
キリン株式会社
株式会社公文教育研究会
KDDI株式会社
サトーホールディングス株式会社
サントリー食品インターナショナル株式会社
JSR株式会社
株式会社JOLED
株式会社ジェーシービー
株式会社JTB
株式会社ジェイテクト
清水建設株式会社
独立行政法人住宅金融支援機構
株式会社新生銀行
鈴与株式会社
住友精密工業株式会社
セガサミーホールディングス株式会社
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

株式会社セブン銀行
全日本空輸株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
第一生命保険株式会社
大日本住友製薬株式会社
中部電力株式会社
株式会社TBSテレビ
帝人株式会社
テルモ株式会社
株式会社デンソー
東京海上日動火災保険株式会社
東京ガス株式会社
東京建物株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
株式会社東芝
東北電力株式会社
東和薬品株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車九州株式会社
豊田通商株式会社
長瀬産業株式会社
中日本高速道路株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日本水産株式会社
日本製粉株式会社
日本電気株式会社
日本ハム株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社

日本オラクル株式会社
株式会社日本政策投資銀行
パナソニック株式会社
株式会社パルコ
株式会社光通信
株式会社日立システムズ
株式会社VSN
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
株式会社プレナス
ボルボ・カー・ジャパン株式会社
Mipox株式会社
マックス株式会社
株式会社ミスミグループ本社
三井金属鉱業株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ケミカルホールディングス
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
森トラスト株式会社
ヤマハ発動機株式会社
ヤマモリ株式会社
株式会社UACJ
楽天株式会社
株式会社LIXIL
株式会社リクルートスタッフィング
東急リバブル株式会社
ロート製薬株式会社
ワールド・モード・ホールディングス株式会社

他多数

201905

グロービスが提供する役員向けプログラム「知命社中」は、異業種から集った経営
幹部が切磋琢磨しつつ、経営者としての使命を自得する場です。各界の第一線で
活躍する講師や参加者同士のダイアログには、社内では味わえない異次元の刺激
があります。得られた刺激を通じて経営哲学を磨き、時代認識を明確にした上で、
目指すビジョン、組織が向き合うアジェンダをクリアにしていきます。また、
アセスメントでの自己客観視、吉野山など非日常体験を活かして自己内対話を
深めていきます。

■実施日：2019年9月～2020年4月（7モジュールで計16日間/モジュール合宿形式）

■場所：東京近郊、奈良県吉野町、静岡県浜松市、茨城県水戸市

■対象：企業の次の経営を担うエグゼクティブ層（原則執行役員以上）

■定員：30名 ※定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

知命社中事務局：横田・塩谷
Email：chimei＠globis.co.jp
TEL：03-5275-3695
WEB：https://chimeishachu.globis.co.jp/

詳細はお問合わせください。

2019年10月27日（日）
グロービス経営大学院　東京校

経 営 者 会 議
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G 1  E x e c u t i v e  C o n f e r e n c e

部会ネットワーク

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

G1メンバーたちが各領域の創造と変革を目指して
ネットワークを構築し、勉強会を主催しています

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ベンチャー

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
G1Global Conference

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経営者会議

G1政策研究所
（100の行動）

G1テクノロジー研究所 G1環境研究所
（G1海洋環境研究会）

G1文化研究所

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地域会議
（九州、関西、中国・四国、中部）各領域で活躍する20歳～30歳代のリーダーを募り、 

日本の未来を担う人材を発掘・育成する

G1新世代リーダー・サミット

本会議
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シンクタンク機能

「批判よりも提案を」「思想から行動へ」という行動精神から、
30を超えるイニシアティブが生まれています

KIBOWG1政治部会 G1首長ネットワーク G1官僚部会

G1ソーシャル部会G1スポーツ部会

アスリートソサエティ東の食の会

ソーシャルビジネス
プラットフォーム

スタートアップ都市
推進協議会

熱意ある地方創生
ベンチャー連合

イニシアティブ

Ｇ１宇宙研究会、
Ｇ１ディープラーニング研究会、

Ｇ１ Ｆｉｎｔｅｃｈ研究会

（一部抜粋）

G1メディア部会

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。


