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Master of CereMony
Kobayashi nobuko
partner, ey strategy and Consulting Co. Ltd.

KUbota Masakazu
vice Chairman & president,  
Keidanren (Japan business federation)

Philippe setton
french Ambassador to Japan

sebastien LeCheVaLier (Moderator)
professor at ehess (paris), research fellow at Maison 
franco-Japonais (umifre 19), international senior fellow 
(the Canon institute for global studies)

iWaMoto takashi (Moderator) 

project professor, Keio University

Kobayashi nobuko (Moderator)

partner, ey strategy and Consulting Co. Ltd.
KoMiyaMa hiroshi
Chairman of the institute, Mitsubishi research institute, inc., 
president, platinum society network 
the 28th president, the university of tokyo

representative
Ministry of economy, trade and industry

olivier dUrand
executive vice-president, faurecia Clarion electronics

nobUtani Kazushige
president, Jetro

sano toshihiro
Chairman, Jera

sUZUKi yoshihisa
member of the board, vice Chairman, 
itoChU Corporation

fUKUtoMe akihiro
senior managing executive officer, Co-head of global 
banking unit, sumitomo Mitsui banking Corporation

MiyaChi Masato
member of the board of directors, deputy president, 
MUfG bank, Ltd

Luc réMont
executive vice-president, international operations,
schneider electric 

Kashitani ichiro 
president & Ceo, toyota tsusho Corporation

armel Cahierre
president, french Chamber of Commerce 
and industry in Japan

MiyaKe Kahori
Chief sustainability officer, aeon Co.,Ltd.

hayashi nobumitsu
deputy governor, Japan bank for international 
Cooperation (JbiC)

KUMa Kengo
Architect, a university professor and a professor emeritus, 
the University of tokyo

MUrata yoshio
president, taKashiMaya Co., Ltd. 
Chairman, Japan department stores association

Marie boGataJ
head of the aXa research fund and foresight

Jérôme ChoUChan
Ceo Godiva Japan, south Korea, Australia/ new Zealand 
and Manufacture belge de Chocolats

danielle baron
global head of structured finance, Crédit agricole Cib

10:30 oPeninG CereMony

11:05 Keynote 1

15:00 Keynote 4

12:50 Keynote 3

18:45 Keynote 7

14:30 Keynote session 1: transitions and transforMations   why And how tomorrow will be different

13:00 netWorKinG LUnCh

17:20 netWorKinG breaK + air franCe-KLM CorPorate saf ProGraMMe siGninG CereMony
                                                       *sAf = sustAinAble AviAtion fuel

11:30 ▶ PLenary session 1: JoininG forCes for sUstainabiLity how Communities, publiC seCtor & CompAnies CollAborAte 
for sustAinAbility

Awesome innovAtions thAt will shApe the future of energy

finAnCe As A Key pillAr to enAble sustAinAble trAnsformAtions

how CorporAtes hAve stArted AdApting their business models 
to tomorrow’s new soCiety

15:15 ▶ PLenary session 2: innoVations for enerGy and sUstainabiLity

17:55 ▶ PLenary session 4: shiftinG bUsiness ModeLs

16:40 ▶ PLenary session 3: finanCinG the fUtUre

noda yumiko
Chairman & representative director, Veolia Japan K.K.

armel Cahierre
president, french Chamber of Commerce 
and industry in Japan

18:55 ConCLUdinG reMarKs

Kim sChUMaCher (Moderator) 

lecturer in sustainable finance and esg, 
tokyo institute of technology

Jean-dominique senard
president, the alliance renault-nissan-Mitsubishi

shiGehara Kumiharu
former oeCd deputy secretary-general
(president, international economic policy studies  
Association)

16:20 Keynote 5

17:40 Keynote 6

fUrUta hidenori 
representative director of the board, Coo & Cdpo, 
fujitsu Limited

KaMa Kazuaki
senior Advisor, ihi Corporation

adaChi Masayuki
president & Coo, horiba, Ltd.

KaWashiMa Masahisa
ph.d., vice president, head of iown development  
office, research and development planning department, 
niPPon teLeGraPh and teLePhone CorPoration

saito yoji
 executive officer, group president, global strategic 
planning & marketing, Mitsubishi electric Corporation 
(tokyo head office)

by Chef-owner of Chez olivier, Mr. olivier oddos, 1 michelin star, tokyo

franck riester
minister delegate for foreign trade and economic 
Attractiveness, attached to the Minister for europe and 
foreign affairs

12:30 Keynote 2

ashwani GUPta
director, representative executive officer, Chief operating 
officer, nissan Motors

alice steenLand
Chief sustainability officer, dassault systèmes

Matthieu Giard
vice president, member of the executive Committee, 
air Liquide



プログラム
2050年へのビジョン: 想像性豊かで持続可能な未来への道

司会
小林  暢子氏
パートナー,  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

久保田政一氏
経団連 副会長・事務総長

フィリップ・セトン 氏
駐日フランス大使

セバスチャン・ルシュヴァリエ氏 (司会)
フランス国立社会科学高等研究院 教授
日仏会館・フランス国立日本研究所 研究員
キャノングローバル戦略研究所 インターナショナルシニアフェロー

 小宮山 宏氏
株式会社三菱総合研究所理事長 
プラチナ構想ネットワーク会長        東京大学第28代総長

経済産業省代表

オリヴィエ・デュラン氏
フォルシアクラリオン エレクトロニクス事業部門 
エグゼクティブバイスプレジデント

信谷 和重氏
日本貿易振興機構(ジェトロ)　副理事長

アルメル・カイエール 氏
在日フランス商工会議所 会頭

三宅香氏
イオン株式会社 環境社会貢献責任者

隈研吾氏
建築家、東京大学特別教授・名誉教授

村田善郎氏
株式会社髙島屋 社長 一般社団法人日本百貨店協会会長

ジェローム・シュシャン氏
ゴディバ ジャパン株式会社 代表取締役社長

10:30 開会式

11:05 キーノート1

15:00 キーノート4

12:50 キーノート3

14:30 キーノートセッション1: 移行と変革    未来が変わる理由とその過程

13:00 ネットワーキング・ランチ 

11:30 ▶ パネルディスカッション1: サステナビリティへの提携    共同体、公的機関、企業のサステナビリティへ向けた協力とは

岩本隆氏 (司会)
慶應義塾大学　特任教授

小林  暢子氏 (司会)
パートナー,  
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

佐野 敏弘氏
株式会社JERA 代表取締役会長

鈴木善久氏
伊藤忠商事株式会社 取締役副会長

福留 朗裕氏
株式会社三井住友銀行 専務執行役員　
グローバルバンキング部門共同統括責任役員

宮地正人氏
株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員

リュック・レモン氏
シュナイダーエレクトリック株式会社 インターナル
オペレーション エグゼクティブバイスプレジデント

釡和明氏
株式会社ＩＨＩ特別顧問

貸谷伊知郎氏
豊田通商株式会社 取締役社長

林 信光氏
株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁

マリー・ボガタージュ氏
AXA リサーチ＆フォーサイトグループ部長

18:45 キーノート7

17:20 ネットワーキング・ブレイク + エールフランスKLM　コーポレートSAFプログラム　調印式
                                                                        *SAF (SuStAinAble AviAtion Fuel) = 持続可能な航空燃料

15:15 ▶ パネルディスカッション2: エネルギーとサステイナビリティに向けての改革     エネルギーの未来を形成するイノベーション

17:55 ▶ パネルディスカッション4: ビジネスモデルの変遷    企業のビジネスモデルにおける未来社会への適応方法とは

16:40 ▶ パネルディスカッション3: 未来への出資    金融業界：持続的変革を実現可能にする中枢

アルメル・カイエール 氏
在日フランス商工会議所 会頭

18:55 閉会式

キム・シューマッハ氏 (司会)
東京工業大学　サステナブル・ファイナンス、eSG講師

ジャン・ドミニク・スナール氏 
日産自動車株式会社取締役 取締役会副議長 
ルノー・日産・三菱アライアンス会長

重原 久美春氏
 元OECD副事務総長 （国際経済政策研究協会）

16:20 キーノート5

17:40 キーノート6

古田 英範氏
富士通株式会社   代表取締役副社長ＣＯＯ、ＣＤＰＯ

足立 正之 氏
株式会社堀場製作所  代表取締役社長

川島 正久氏
日本電信電話株式会社 
研究企画部門ionW推進室 室長,工学博士

齋藤洋二氏
三菱電機株式会社 常務執行役国際本部長

野田由美子氏
ヴェオリア・ジャパン株式会社 代表取締役会長　

By オリビエ・オドス氏『Chez Olivier （シェ・オリビエ）』オーナーシェフミシュラン１つ星フレンチレストラン

フランク・リエステール 氏
ヨーロッパ・外務大臣付　貿易・経済担当大臣

12:30 キーノート2

アシュワニ・グプタ 氏
日産自動車株式会社  取締役・代表執行役最高執行責任者

アリス・スティーンランド氏
ダッソー・システムズ　最高サステナビリティ責任者 (CSo) 

ダニエル・バロン氏
クレディ・アグリコル・CIB　ストラクチャードファイナンス部門
グローバルヘッド

マチュー・ジラール氏
エア・リキード　バイスプレジデント・執行委員会メンバー
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our wArmest thAnKs go to
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nihonbashi honCho ys bUiLdinG, 2f, 2 ChoMe-2-2 nihonbashihonCho, 
ChUo City, toKyo 103-0023
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For more interactivity, 
connect to Sparkup!

参加型プラットフォームSparkupへの接続
URL: ccifj.spaRkUp.Live
session code: fciXd


