CSV
〜世界を動かす日本的経営のＤＮＡ〜
CSVサーベイランスネットワーク シンポジウム 2013

2013年７月19日（金）イイノホール（東京都千代田区）

第1部

CSVビジネスシーズプレゼンテーション（10:00〜12:50）
具体的なビジネスにつながるCSVビジネスシーズのプレゼンテーションを行います。
※CSVサーベイランスネットワーク会員企業限定のプログラムのため、会員以外の方は参加できません。

第2部

オープンシンポジウム（開場 /13:20〜開演 /14:00）
CSVとは何か。そしてCSVによって、社会を、経済をどう変えていくことができるのか。様々な立場のゲストを招き、
それぞれの知見からCSVによる社会課題の解決と新しいビジネスモデル開発の可能性を語っていただきます。

14:00

〜

14:05

開会挨拶

株式会社ジェイティービー常務取締役

オープニングセッション

「世界におけるCSVの潮流：CSVとは何か」
Justin Bakule
（FSG Executive Director, Shared Value Initiative)
水上 武彦（株式会社クレアン CSRコンサルタント/ CSVサーベイランスネットワーク 顧問） Justin Bakule

14:50

〜

14:50

久保田 穰

水上 武彦

基調講演

「キリンのＣＳＶの取り組みについて」

15:35

磯崎 功典

キリン株式会社

キリンビール株式会社

代表取締役社長
磯崎 功典

パネルディスカッション

「社会課題の解決と事業の両立〜CSVによる日本の発展」
パ ネ リ ス ト ： 末松
葛西
吉田
大塚
井上
モデレーター ： 赤池

〜

15:50
17:30

参 加料 ： 無 料
定 員 ： 450名

広行 （林野庁 林政部長）
憲之 （青森県 弘前市長）
格 （株式会社Ｌ
ＩＸＩ
Ｌ ハウジング企画部長）
雅樹 （株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 取締役営業推進本部長）
成 （三菱地所株式会社 都市計画事業室 副室長）
学 （株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 代表取締役所長 /
ＣＳＶサーベイランスネットワーク 座長）

Web申込み http://csv-workshop.com/event

赤池

学

お問い合せ csv-nw@a2media.co.jp

主催 : CSVサーベイランスネットワーク / 株式会社JTBコーポレートセールス
協力 : 株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 / 株式会社クレアン / 株式会社インスパイア

登壇者プロフィール
Justin Bakule

磯崎

FSG Executive Director, Shared Value Initiative

キリン株式会社 キリンビール株式会社 代表取締役社長

ワシントンアンドリー大学経済学部、コーネル大学ジョンソ

慶應義塾大学経済学部卒。キリンビール広報部担当

功典

ン経営大学院経営学修士課程修了。経営コンサルタント、

部長、キリンビール経営企画部長、キリンホールディ

国際ボランティア活動機関ピースコーを経て、
ＦＳＧに参画。

ングス経営企画部長、同執行役員、同常務執行役

現在は、FSGのシェアードバリューイニシアティブのリー

員、常務取締役を経て、12年3月キリンビール（株）

ダーとして、世界各国で、企業、市民団体、政府・学術機関等

代表取締役社長。13年1月より、キリン
（株）代表取

と連携して、
ＣＳＶコンセプトの普及・啓蒙を展開している。

締役社長 兼 キリンビール
（株）
代表取締役社長。

水上

赤池

武彦

学

CSVサーベイランスネットワーク 顧問

CSVサーベイランスネットワーク 座長

株式会社クレアン ＣＳＲコンサルタント。運輸省
（現国

株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所代表取

土交通省）
で航空規制緩和、日米航空交渉等主要航

締役所長。筑波大学生物学類卒。ユニバーサルデザ

空 政 策を担 当した後 、経 営コンサルティング 会 社

インに基づく製品開発、地域開発を手がける一方、

アーサー・Ｄ・リトルで製造業を中心とした経営戦略

製造業技術・科学哲学分野の執筆、評価を行う。
「生

立案プロジェクトに従事。東京工業大学・同大学院、

命地域主義」
「 千年持続学」
を提唱し、地域資源を活

米ハーバード大学ケネディスクール修了。

用した数多くの産業創出プロジェクトに取り組む。

プログラム（CSVサーベイランスネットワーク会員企業限定）
第1部 CSVシーズプレゼンテーション
CSVシーズプレゼンテーション プログラム部
第1部
CSVサーベイランスネットワーク
座長 赤池
学

開会挨拶

10:00

10:20 〜10:40

10:40 〜11:00

11:00 〜11:20

11:20 〜11:40

11:40 〜12:00

12:00 〜12:20

12:20 〜12:40

12:40 〜12:50

【 seeds 1】

弘前市
観光振興部長

白神山地をＣＳＶの森に
【 seeds 2】

企業コンテンツをデジタル教科書に
【 seeds 3】

自然科学博物館との事業連携
【 seeds 4】

循環型社会のシンボル「海の森」の企業連携
【 seeds 5】

「ネピュレ」ビジネスによる六次産業化
【 seeds 6】

「ハラール」対応をビジネスに
【 seeds 7】

国産ジビエを活用したビジネス展開
事務局

NPO法人樹木•環境ネットワーク協会
理事長 澁澤 寿一
ネピュレ株式会社
代表取締役社長 加納

勉

株式会社インスパイア
代表取締役社長 高槻

亮輔

株式会社ジェイティービー
常務取締役 久保田 穣

日比谷通り

霞門

東京都千代田区内幸町2-2-1 飯野ビルディング

「霞ケ関」駅 B2出口

徒歩 5分

銀座線
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日比谷公園
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国会通り
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銀座線虎ノ門駅

外堀通り

三田線内幸町駅

丸ノ内線

●B2
厚生労働省

愛宕通り

徒歩 1分
桜田通り

日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C3出口

「新
都営地下鉄

直人

公益法人科学技術広報財団
常務理事 熊澤 健一

日比谷線霞ケ関駅

JR

東京書籍株式会社
ITC事業本部 長谷部

丸ノ内線霞ケ関駅

イイノホール
東京メトロ

伸剛

ビジネス創造ワーキングについて

アクセス

〒100-0011

高木

