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Kobayashi nobuko
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matsuo takehiko
Director general, Trade Policy Bureau,  
ministry of economy, trade and industry 
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French Ambassador to Japan
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furuta hidenori
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Member of the Board of Directors, Managing Executive 
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Chief Economist  Asia Pacific, natixis
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sanKai yoshiyuki
President and CEO of cyberdyne inc.
Professor, Executive Research Director of Center for 
Cybernics Research, Director of F-MIRAI (R&D Center for 
Frontiers of MIRAI in Policy and Technology), 
university of tsukuba

hiGuchi yoshio
President, the japan institute for labour policy 
Training Professor Emeritus, Keio university

nonaKa ikujiro
Professor Emeritus, hitotsubashi university

stephane laGut
global Aerospace and Defense Leader and global 
Advanced Manufacturing & Mobility Diversity, Equity and 
Inclusion Leader, ey

noda yumiko
Chairman & Representative Director, Veolia japan K.K.

taKao Keiji
Managing Director, neXt81 limited
Senior Adviser, rymansat project, Adviser, Kochi syuZo co, ltd

hara masahiro
Edge Products Business Unit, The Chief Engineer,  
denso Wave incorporated

nishimura motohiko
Executive Officer, Deputy general Manager, Hydrogen  
Strategy Division, Kawasaki heavy industries, ltd.

suZuKi eikei
Parliamentary Vice-Minister of cabinet office

Virginie caValli
President and CEO, air liquide japan G.K

jérôme chouchan
President, french chamber of commerce 
and industry in japan

christophe Weber
President and Chief Executive Officer, 
takeda pharmaceutical company limited

Goto takashi
President and Representative Director President and 
Chief Executive Officer, seibu holdings

ishiba shigeru
Member of the House of Representatives

ban shigeru
Architect, shiGeru ban architects
Professor, Keio university

10:30 openinG ceremony

11:00 openinG Keynote 

15:20 Keynote: a nation of eXcellency, creatiVity & culture

15:20 O 15:50

15:50 O 16:10

16:10 Keynote: the future of WorK

13:50 Keynote session: neW enGines for GroWth 

12:15 netWorKinG lunch

remote

11:15 ▶ plenary session 1: reWards of transformation

14:30 ▶ plenary session 2: neW enGines for GroWth

16:40 ▶ plenary session 3: a nation of innoVation & technoloGy

17:40 concludinG remarKs

ashwani Gupta
Director, representative executive officer and COO,
nissan motor corporation

inoue Kazuyuki
President and Representative Director,
shimizu corporation

furuta Katsuya
Executive Officer, CMO (In charge of global Marketing, 
Vice President, Corporate Marketing)
mitsubishi electric corporation 

adachi masayuki
President & COO, horiba, ltd.

15:00 coffee breaK

17:50 netWorKinG cocKtail

olivier becht
Minister Delegate for Foreign Trade, Economic 
Attractiveness and French Nationals Abroad

jérôme chouchan
President, french chamber of commerce 
and industry in japan

by Chef-owner of chez olivier, mr. olivier oddos

by Chef-owner of chez olivier, mr. olivier oddos



未来へ向けたモデル 日本
«世界へ通用する学びとは？»

プログラム

フィリップ・セトン氏
駐日フランス大使

岩本隆氏 (司会)
慶應義塾大学  特任教授

小林暢子氏 (司会)
EY  マネージングディレクター、パートナー  

安藤淳氏 (司会)
日本経済新聞社  編集委員兼論説委員

古田英範氏
富士通株式会社  代表取締役副社長COO、CDPO

アリシア・ガルシア・エレーロ氏
ナティクシス  アジア・太平洋地域 チーフエコノミスト

フィリップ・ゴドブ氏
ダッソー・システムズ株式会社  代表取締役社長

山海嘉之氏
CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長・CEO
筑波大学 システム情報系 教授
筑波大学サイバニクス研究センター 研究統括
未来社会工学開発研究センター センター長

樋口美雄氏
独立行政法人労働政策研究・研修機構  理事長
慶應義塾大学  名誉教授

野中郁次郎氏　
一橋大学  名誉教授

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

髙尾慶二氏
株式会社NEXT81  代表取締役社長, 高知酒造株式会社　
シニアアドバイザー, リーマンサット・プロジェクト  アドバイザー

原昌宏氏
株式会社デンソーウェーブ
エッジプロダクト事業部  主席技師

ジェローム・シュシャン氏
在日フランス商工会議所 会頭

クリストフ・ウェバー氏
武田薬品工業株式会社  代表取締役社長  CEO

後藤 高志氏
株式会社西武ホールディングス
代表取締役社長  社長執行役員

石破茂氏
衆議院議員

坂茂氏
坂茂建築設計  建築家
慶應義塾大学  環境情報学部教授

10:30 開会式

11:00 キーノート

15:20 キーノート: 卓越した創造性と文化

13:50 キーノートセッション: 成長への新たなエンジン

12:15 ネットワーキング・ランチ

remote

11:15 ▶ パネルディスカッション1: 変革のもたらす報酬

14:30 ▶ パネルディスカッション2: 成長への新たなエンジン

16:40 ▶ パネルディスカッション3: イノベーション&テクノロジー

17:40 閉会式

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 　

井上和幸氏
清水建設株式会社  代表取締役社長

古田克哉氏
三菱電機株式会社  常務執行役CMO (グローバルマーケティング
担当、営業本部長)

足立正之氏
株式会社堀場製作所  代表取締役社長

15:00 ネットワーキング・ブレイク

ジェローム・シュシャン氏
在日フランス商工会議所 会頭

司会
小林暢子氏
マネージングディレクター、パートナー,  EY

17:50 ネットワーキング・カクテル

松尾剛彦氏
経済産業省  通商政策局長

佐藤義雄氏
経団連  ヨーロッパ地域委員長

16:10 キーノート: 仕事の未来

15:20 O 15:50

15:50 O 16:10

西村元彦氏
川崎重工業株式会社 執行役員
水素戦略本部副本部長

鈴木英敬氏
内閣府 大臣政務官

中濱文貴氏
株式会社三菱UFJ銀行  取締役常務執行役員

ヴィルジニー・キャヴァリ氏
日本エア・リキード合同会社 社長 兼 CEO

By オリビエ・オドス氏『Chez Olivier （シェ・オリビエ）』オーナーシェフ

By オリビエ・オドス氏『Chez Olivier （シェ・オリビエ）』オーナーシェフ

ステファン・ラギュ氏
EY グローバル  エアロスペース＆ディフェンス  リーダー
グローバル  アドバンスドマニュファクチャリング＆モビリティ　
ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン  リーダー

オリヴィエ・ベシュト氏
ヨーロッパ・外務大臣付 貿易・魅力・在外フランス人 担当大臣



our sponsors / スポンサー企業 our sponsors / スポンサー企業

our partners / 後援

OUR wARMEST THANKS gO TO
皆様に心より感謝致します



nihonbashi honcho ys buildinG, 2f, 2 chome-2-2 nihonbashihoncho, 
chuo city, toKyo 103-0023

WWW.ccifj.or.jp

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: YfYof


