■

スケジュール

■

■

■ 7月23日
（土）
時

間

10：00

内

容

会

場

受講生集合
理事長

IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ） 教授

一條 和生
「悠の間」

13：10〜14：30 セッション２

改革のマネジメント〜DXからCXへ〜
株式会社カインズ 代表取締役社長CEO

14：40〜16：00 セッション3

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代〜
東邦レオ株式会社 代表取締役社長

16：10〜17：30 セッション4

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき４つの理由
一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン代表 中石 和良 氏

19：00〜

懇親会

象】

経営者及び経営幹部役員の方

【定

員】

40名

吉川 稔 氏

おひとり様

220,000円（消費税込）

※7月23日の宿泊費および23日昼から

高家 正行 氏

IFIビジネス・スクール学長

17：40〜18：10 本日のまとめ
チェックイン

2022年7月23日（土）〜24日（日）

【対

【受講料】

24日昼までの食事代を含みます

「麗の間」

内

■

①ホームページより
https://www.ifi.or.jp/course/executive.html
②Eメール
別添の申込書に所定の事項を
ご記入の上PD Fにてお送り
ください
【送信先】 nagai@ifi.or.jp
③ファックス
別添の申込書に所定の事項をご記入の上お送り
ください
【送信先】 03-5610-5710（FAX）

2022 エグゼクティブ・コース
のご案内

■ お問い合わせ

■ 会 場のご 案内
ホテルニューオータニ アーケード階（地下1階）
宴会場「麗の間」にお越しください。

一條 和生

案

■ お申込 方法

〒102-8578
東京都千代田区紀尾井町4-1
TEL：03-3625-1111
（代）

「麗の間」

12：10〜13：10 昼食

18：10〜

【開催日】

萩平 勉

10：10〜10：40 自己紹介

11：00〜12：10 セッション１

■ 開 催要綱
【会場／宿泊】 ホテルニューオータニ

10：00〜10：10 御挨拶

10：40〜11：00 はじめに

ご

一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール「エグゼクティブ・コース」
【担当】 永井
Eメール nagai@ifi.or.jp
TEL
03-5610-5701（代）

「悠の間」

■

I F I ビジネス・スクールについて

■

日本のファッション・ビジネスの次代を拓く「人材」を育成します
グローバル化、技術革新、消費者のライフスタイルの多様化など、ファッション産業を取り巻く環境は、目
まぐるしいスピードで変化しつづけています。こうした時代の変化に対応し、国際的な視野を持つプロフェッ
ショナルな人材を育成するため、国、自治体、業界の企業の支援を受け、一般財団法人ファッション産業育成
機構が設立されました。IFIビジネス・スクールは、この財団法人が運営する、世界でもユニークなビジネス・
スクールです。
実際のビジネスを体で覚える「実学」の精神を基本に、モノ作りから小売に至るまでの全般に通じる業界の
リーダーとなる人材の育成を通じ、繊維ファッション業界の発展に貢献します。

■ 7月24日
（日）
時 間
9：30

内

容

会

場

はじめに

9：40〜11：30 セッション5

時流に迎合せず、時代に適応する
「麗の間」
東レ株式会社 代表取締役社長 日覺 昭廣 氏

トーク・セッション
「悠の間」

11：30〜12：50 昼食
13：00〜15：00 セッション6
15：10〜15：40 まとめ
15：50〜16：00 閉講

新しい資本主義、新しいファッション産業
IFIビジネス・スクール学長

一條 和生
「麗の間」

■

IFIビジネス・スクールの歴史
1992年
1998年
1999年
2000年
2006年
2011年
2013年
2014年
2017年
2022年

財団法人ファッション産業人材育成機構 設立
I F I ビジネス・スクール開校（学長 山中鏆）
尾原蓉子学長就任
I F I 総合研究所設立、大学講座・カスタムメイドプログラム スタート
eラーニング講座スタート
「 I F I 繊維ファッションビジネス研究会」発足、第1回研究会を開催
エグゼクティブ・フォーラム「日本のファッションを元気にする会」
第1回開催
一條和生学長、花崎淑夫名誉学長就任
財団設立25周年 I F I ビジネス・スクール開講20周年「感謝の集い」
財団設立30周年 I F I ビジネス・スクール開講25周年

第25回テーマ

「新しい資本主義、新しいファッション産業」
2022年

7/23（土）
・24（日）

於：ホテルニューオータニ

■

IFIビジネス・スクール
第25回 エグゼクティブ・コース

ご

挨

拶

東レ株式会社は、企業理念「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献し
ます」の下、お客さま、社員、株主、地域社会など全てのステークホルダーを含めた「社
会」と共に持続的に成長していくことを目指して、地球環境問題や資源エネルギー問
題、そして、健康長寿社会の実現など、地球規模の社会的な課題の解決に革新的な素
材の力で貢献する「真のものづくり」を追求しています。
東レ流の経営の考え方である「事業を通じた社会貢献」
「人を基本とする経営」
「長
期的視点に立った経営」についてご紹介するとともに、日本のものづくりの強さである
「現場主義」の考え方やサステナビリティへの取り組みなどについてもお話しします。

■

日覺

拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
いま、ビジネススクールの重要性が再認識されています。先行きが見えない時代、自分が
経験したことのない状況に直面しているからこそ、異分野の情報を含めたより多くの知識を
持っていることが、的確な判断を下せる力となります。リーダーシップを発揮し、イノベー
ションを進めていくために、企業を牽引していく幹部こそ、IFIビジネス・スクールで切磋琢磨
することをおすすめします。
敬具

第25回

休止を経てダイナミックに復活する、変革を起こすリーダーの「場」であるエグゼクティブ・
コースにどうぞご参加ください。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ）教授

東レ株式会社

代表取締役社長

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代
「ステークホルダー資本主義」という言葉を目にする機会が増えました。
東邦レオが事業活動の中でも企業が求められることの変化を感じています。
東邦レオは従来から手掛けてきた建築や緑化関連事業のみならず、ここ数年は団地再生やビー
ル醸造、飲食、海水浴場運営といったより暮らしに近い分野にも取り組んでいます。
これからの時代は1社単独で何か事を起こすのではなく、地域や企業、個人といった “コミュニ
ティ” で活動する時代になるでしょう。
今回のセミナーでは、東邦レオの事業活動の中で見えてきたコミュニティや企業と社会との関
係性の変化をご紹介させていただきます。

吉川 稔（よしかわ・みのる）

1978年に創業したカインズは、2007年のSPA（製造小売業）宣言による「第二の創業」を経
て、2019年に中期経営計画「PROJECT KINDNESS」を策定して以来、
「次のカインズを創る」た
めの企業変革「CX（Corporate Transformation）」を進めています。これは、いわば「第三の創業」と
もいえる大きな改革です。
ところで、誰にでも分かりやすい危機があるわけではない、いわば “平時” に、カインズは企業変
革のトリガーを引き、第三の創業に向けた取り組みをスタートしました。
一体何を改革のドライバーとし、どのようにマネジメントしていくのか。そして、改革におけるトップ
の真の役割とは何か。
本講演では、カインズで進める企業変革の概要を紹介すると共に、その要諦について、これまで
の経験も交えながら紹介します。

高家

正行（たかや・まさゆき）

株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO

1963年、東京都生まれ。1985年、慶應義塾大学経済学部を卒業後、株式会社三井銀行
（現：株式会社三井住友銀行）
に入行。
1999年にA.T.カーニー株式会社に入社。2004年に株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）に入社し、2008年に
同社代表取締役社長に就任、2013年まで務める。
2016年に株式会社カインズの取締役に就任。取締役副社長を経て、2019年に代表取締役社長、2021年から現職。

東邦レオ株式会社

代表取締役社長

1989年住友信託銀行（現・三井住友信託銀行）へ入社。
リステアホールディングス取締役副社長やバレンシアガジャパン取締役、
リステアインベストメント代表取締役と、
要職を歴任。
2010年にはクール・ジャパン官民有識者会議の民間委員を務め、2012年に東邦レオグループ子会社の社外顧問、2016年
に東邦レオ株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至る。
事業としては人と人のつながりを促進する場を数多く生み出し、経営としてはファシリテーター型リーダーシップ経営による
組織運営を実践している。

改革のマネジメント ─DXからCXへ─

「新しい資本主義、新しいファッション産業」

環境の保護を目指す SX（Sustainable Transformation）につながらないと意味がありません。
我が国においても、新しい資本主義のもと、新しいファッション産業の構築を急がないとい
けません。そのための第一歩を、今年のエグゼクティブ・コースで踏み出します。2年間の

昭廣（にっかく・あきひろ）

1949年、兵庫県生まれ。71年東京大学工学部卒業、73年東京大学大学院工学系研究科産業機械工学修士
課程終了後、
東レ株式会社に入社。
エンジニアリング部門でキャリアを積み、
米国、
フランスのフィルム製造・販売会社で通算10年間の海外勤務を経験。
エンジニアリング部門長、
水処理・環境事業本部長などを経て、
2010年6月から現職。

エグゼクティブ・コースのテーマは

今、世界的に資本主義の見直しがなされています。地球環境の破壊、社会の分断をもたら
した資本主義の見直しです。デジタル時代の中、依然としてDXは盛んですが、それも地球

■

時流に迎合せず、時代に適合する ─東レの経営方針と実践事例─

「新しい資本主義､新しいファッション産業」

■

プログラム

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき4つの理由
今、世界的に大きな注目を集め、世界中の有力企業が事業戦略として組み込み、世界中の国々が
国家戦略として取り組んでいるサーキュラーエコノミー
（CE）。一方で、
日本ではある誤解によりCE
への移行が遅れています。
サーキュラーエコノミーの誤解を解きその本質を解説し、
さらに、企業がCEを事業戦略に組み込む動
機と世界最新の企業成長戦略事例をご紹介します。

中石

和良
（なかいし・かずひこ）

一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事
株式会社ビオロジックフィロソフィ 代表取締役 CEO

松下電器産業（現パナソニック）、富士通・富士電機関連企業で経理財務・経営企画業務に携わる。その後、ITベンチャー
やサービス事業会社などを経て、2013年にBIO HOTELS JAPAN（一般社団法人日本ビオホテル協会）及び株式会社ビオ
ロジックフィロソフィを設立。欧州ビオホテル協会との公式提携により、ホテル＆サービス空間のサステナビリティ認証
「BIO HOTEL」システムを立ち上げ、持続可能なライフスタイル提案ビジネスを手掛ける。2018年に「サーキュラーエコノ
ミー・ジャパン」を創設し、2019年一般社団法人化。代表理事として、日本での持続可能な経済・産業システム「サーキュ
ラー・エコノミー」の認知拡大と移行に努める。

■

I F I より

■

平素は、一般財団法人ファッション産業人材育成機構・IFIビジネススクール」にご高配を賜り厚く御

ێᚖ ሆ౺

一橋大学大学院社会学研究科、ミシガン大学経営大学院卒
経営学博士（ミシガン大学）
一橋大学大学院社会学研究科教授、経営管理研究科教授を経て、一橋大学
名誉教授。現在、IMD（スイス、ローザンヌ）教授
専攻は組織論（知識創造論）、リーダーシップ、企業変革論
現在、IFIファッションビジネス・スクール学長と並んで、株式会社シマノ社外取
締役など4社での社外取締役、日本ナレッジマネジメント学会会長も務める。

礼申し上げます。本年は、財団設立30周年、IFIビジネススクール開校25周年という大きな節目を迎えま
す。基幹コースだけで既に7000名を超える人達が卒業、修了され第一線で活躍されています。未曾有と
もいえる新型コロナウイルスによるパンデミック等の影響で厳しい状況が続くファッション産業界です
が、このエグゼクティブコースを一人でも多くの経営トップ・役員の方々の参加により、素晴らしい登壇者
の方々と共に「新生ファッション産業」について語り合える場にしたいと思っています。
当コースが、貴社のイノベーション推進のきっかけとなり、業界のますますの発展につながることを願
っています。
ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせのうえ、当セミナーへの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
ファッションビジネスの次代を拓く「人材」を育成する学校を目指した先人達の熱き想いを大切にし人材教育、人材育成に取り
組んでいきますので、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構

理事長

༿āိāāā၇

■

IFIビジネス・スクール
第25回 エグゼクティブ・コース

ご

挨

拶

東レ株式会社は、企業理念「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献し
ます」の下、お客さま、社員、株主、地域社会など全てのステークホルダーを含めた「社
会」と共に持続的に成長していくことを目指して、地球環境問題や資源エネルギー問
題、そして、健康長寿社会の実現など、地球規模の社会的な課題の解決に革新的な素
材の力で貢献する「真のものづくり」を追求しています。
東レ流の経営の考え方である「事業を通じた社会貢献」
「人を基本とする経営」
「長
期的視点に立った経営」についてご紹介するとともに、日本のものづくりの強さである
「現場主義」の考え方やサステナビリティへの取り組みなどについてもお話しします。

■

日覺

拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
いま、ビジネススクールの重要性が再認識されています。先行きが見えない時代、自分が
経験したことのない状況に直面しているからこそ、異分野の情報を含めたより多くの知識を
持っていることが、的確な判断を下せる力となります。リーダーシップを発揮し、イノベー
ションを進めていくために、企業を牽引していく幹部こそ、IFIビジネス・スクールで切磋琢磨
することをおすすめします。
敬具

第25回

休止を経てダイナミックに復活する、変革を起こすリーダーの「場」であるエグゼクティブ・
コースにどうぞご参加ください。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ）教授

東レ株式会社

代表取締役社長

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代
「ステークホルダー資本主義」という言葉を目にする機会が増えました。
東邦レオが事業活動の中でも企業が求められることの変化を感じています。
東邦レオは従来から手掛けてきた建築や緑化関連事業のみならず、ここ数年は団地再生やビー
ル醸造、飲食、海水浴場運営といったより暮らしに近い分野にも取り組んでいます。
これからの時代は1社単独で何か事を起こすのではなく、地域や企業、個人といった “コミュニ
ティ” で活動する時代になるでしょう。
今回のセミナーでは、東邦レオの事業活動の中で見えてきたコミュニティや企業と社会との関
係性の変化をご紹介させていただきます。

吉川 稔（よしかわ・みのる）

1978年に創業したカインズは、2007年のSPA（製造小売業）宣言による「第二の創業」を経
て、2019年に中期経営計画「PROJECT KINDNESS」を策定して以来、
「次のカインズを創る」た
めの企業変革「CX（Corporate Transformation）」を進めています。これは、いわば「第三の創業」と
もいえる大きな改革です。
ところで、誰にでも分かりやすい危機があるわけではない、いわば “平時” に、カインズは企業変
革のトリガーを引き、第三の創業に向けた取り組みをスタートしました。
一体何を改革のドライバーとし、どのようにマネジメントしていくのか。そして、改革におけるトップ
の真の役割とは何か。
本講演では、カインズで進める企業変革の概要を紹介すると共に、その要諦について、これまで
の経験も交えながら紹介します。

高家

正行（たかや・まさゆき）

株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO

1963年、東京都生まれ。1985年、慶應義塾大学経済学部を卒業後、株式会社三井銀行
（現：株式会社三井住友銀行）
に入行。
1999年にA.T.カーニー株式会社に入社。2004年に株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）に入社し、2008年に
同社代表取締役社長に就任、2013年まで務める。
2016年に株式会社カインズの取締役に就任。取締役副社長を経て、2019年に代表取締役社長、2021年から現職。

東邦レオ株式会社

代表取締役社長

1989年住友信託銀行（現・三井住友信託銀行）へ入社。
リステアホールディングス取締役副社長やバレンシアガジャパン取締役、
リステアインベストメント代表取締役と、
要職を歴任。
2010年にはクール・ジャパン官民有識者会議の民間委員を務め、2012年に東邦レオグループ子会社の社外顧問、2016年
に東邦レオ株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至る。
事業としては人と人のつながりを促進する場を数多く生み出し、経営としてはファシリテーター型リーダーシップ経営による
組織運営を実践している。

改革のマネジメント ─DXからCXへ─

「新しい資本主義、新しいファッション産業」

環境の保護を目指す SX（Sustainable Transformation）につながらないと意味がありません。
我が国においても、新しい資本主義のもと、新しいファッション産業の構築を急がないとい
けません。そのための第一歩を、今年のエグゼクティブ・コースで踏み出します。2年間の

昭廣（にっかく・あきひろ）

1949年、兵庫県生まれ。71年東京大学工学部卒業、73年東京大学大学院工学系研究科産業機械工学修士
課程終了後、
東レ株式会社に入社。
エンジニアリング部門でキャリアを積み、
米国、
フランスのフィルム製造・販売会社で通算10年間の海外勤務を経験。
エンジニアリング部門長、
水処理・環境事業本部長などを経て、
2010年6月から現職。

エグゼクティブ・コースのテーマは

今、世界的に資本主義の見直しがなされています。地球環境の破壊、社会の分断をもたら
した資本主義の見直しです。デジタル時代の中、依然としてDXは盛んですが、それも地球

■

時流に迎合せず、時代に適合する ─東レの経営方針と実践事例─

「新しい資本主義､新しいファッション産業」

■

プログラム

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき4つの理由
今、世界的に大きな注目を集め、世界中の有力企業が事業戦略として組み込み、世界中の国々が
国家戦略として取り組んでいるサーキュラーエコノミー
（CE）。一方で、
日本ではある誤解によりCE
への移行が遅れています。
サーキュラーエコノミーの誤解を解きその本質を解説し、
さらに、企業がCEを事業戦略に組み込む動
機と世界最新の企業成長戦略事例をご紹介します。

中石

和良
（なかいし・かずひこ）

一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事
株式会社ビオロジックフィロソフィ 代表取締役 CEO

松下電器産業（現パナソニック）、富士通・富士電機関連企業で経理財務・経営企画業務に携わる。その後、ITベンチャー
やサービス事業会社などを経て、2013年にBIO HOTELS JAPAN（一般社団法人日本ビオホテル協会）及び株式会社ビオ
ロジックフィロソフィを設立。欧州ビオホテル協会との公式提携により、ホテル＆サービス空間のサステナビリティ認証
「BIO HOTEL」システムを立ち上げ、持続可能なライフスタイル提案ビジネスを手掛ける。2018年に「サーキュラーエコノ
ミー・ジャパン」を創設し、2019年一般社団法人化。代表理事として、日本での持続可能な経済・産業システム「サーキュ
ラー・エコノミー」の認知拡大と移行に努める。

■

I F I より

■

平素は、一般財団法人ファッション産業人材育成機構・IFIビジネススクール」にご高配を賜り厚く御

ێᚖ ሆ౺

一橋大学大学院社会学研究科、ミシガン大学経営大学院卒
経営学博士（ミシガン大学）
一橋大学大学院社会学研究科教授、経営管理研究科教授を経て、一橋大学
名誉教授。現在、IMD（スイス、ローザンヌ）教授
専攻は組織論（知識創造論）、リーダーシップ、企業変革論
現在、IFIファッションビジネス・スクール学長と並んで、株式会社シマノ社外取
締役など4社での社外取締役、日本ナレッジマネジメント学会会長も務める。

礼申し上げます。本年は、財団設立30周年、IFIビジネススクール開校25周年という大きな節目を迎えま
す。基幹コースだけで既に7000名を超える人達が卒業、修了され第一線で活躍されています。未曾有と
もいえる新型コロナウイルスによるパンデミック等の影響で厳しい状況が続くファッション産業界です
が、このエグゼクティブコースを一人でも多くの経営トップ・役員の方々の参加により、素晴らしい登壇者
の方々と共に「新生ファッション産業」について語り合える場にしたいと思っています。
当コースが、貴社のイノベーション推進のきっかけとなり、業界のますますの発展につながることを願
っています。
ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせのうえ、当セミナーへの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
ファッションビジネスの次代を拓く「人材」を育成する学校を目指した先人達の熱き想いを大切にし人材教育、人材育成に取り
組んでいきますので、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構

理事長

༿āိāāā၇

■

IFIビジネス・スクール
第25回 エグゼクティブ・コース

ご

挨

拶

東レ株式会社は、企業理念「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献し
ます」の下、お客さま、社員、株主、地域社会など全てのステークホルダーを含めた「社
会」と共に持続的に成長していくことを目指して、地球環境問題や資源エネルギー問
題、そして、健康長寿社会の実現など、地球規模の社会的な課題の解決に革新的な素
材の力で貢献する「真のものづくり」を追求しています。
東レ流の経営の考え方である「事業を通じた社会貢献」
「人を基本とする経営」
「長
期的視点に立った経営」についてご紹介するとともに、日本のものづくりの強さである
「現場主義」の考え方やサステナビリティへの取り組みなどについてもお話しします。

■

日覺

拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
いま、ビジネススクールの重要性が再認識されています。先行きが見えない時代、自分が
経験したことのない状況に直面しているからこそ、異分野の情報を含めたより多くの知識を
持っていることが、的確な判断を下せる力となります。リーダーシップを発揮し、イノベー
ションを進めていくために、企業を牽引していく幹部こそ、IFIビジネス・スクールで切磋琢磨
することをおすすめします。
敬具

第25回

休止を経てダイナミックに復活する、変革を起こすリーダーの「場」であるエグゼクティブ・
コースにどうぞご参加ください。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ）教授

東レ株式会社

代表取締役社長

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代
「ステークホルダー資本主義」という言葉を目にする機会が増えました。
東邦レオが事業活動の中でも企業が求められることの変化を感じています。
東邦レオは従来から手掛けてきた建築や緑化関連事業のみならず、ここ数年は団地再生やビー
ル醸造、飲食、海水浴場運営といったより暮らしに近い分野にも取り組んでいます。
これからの時代は1社単独で何か事を起こすのではなく、地域や企業、個人といった “コミュニ
ティ” で活動する時代になるでしょう。
今回のセミナーでは、東邦レオの事業活動の中で見えてきたコミュニティや企業と社会との関
係性の変化をご紹介させていただきます。

吉川 稔（よしかわ・みのる）

1978年に創業したカインズは、2007年のSPA（製造小売業）宣言による「第二の創業」を経
て、2019年に中期経営計画「PROJECT KINDNESS」を策定して以来、
「次のカインズを創る」た
めの企業変革「CX（Corporate Transformation）」を進めています。これは、いわば「第三の創業」と
もいえる大きな改革です。
ところで、誰にでも分かりやすい危機があるわけではない、いわば “平時” に、カインズは企業変
革のトリガーを引き、第三の創業に向けた取り組みをスタートしました。
一体何を改革のドライバーとし、どのようにマネジメントしていくのか。そして、改革におけるトップ
の真の役割とは何か。
本講演では、カインズで進める企業変革の概要を紹介すると共に、その要諦について、これまで
の経験も交えながら紹介します。

高家

正行（たかや・まさゆき）

株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO

1963年、東京都生まれ。1985年、慶應義塾大学経済学部を卒業後、株式会社三井銀行
（現：株式会社三井住友銀行）
に入行。
1999年にA.T.カーニー株式会社に入社。2004年に株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）に入社し、2008年に
同社代表取締役社長に就任、2013年まで務める。
2016年に株式会社カインズの取締役に就任。取締役副社長を経て、2019年に代表取締役社長、2021年から現職。

東邦レオ株式会社

代表取締役社長

1989年住友信託銀行（現・三井住友信託銀行）へ入社。
リステアホールディングス取締役副社長やバレンシアガジャパン取締役、
リステアインベストメント代表取締役と、
要職を歴任。
2010年にはクール・ジャパン官民有識者会議の民間委員を務め、2012年に東邦レオグループ子会社の社外顧問、2016年
に東邦レオ株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至る。
事業としては人と人のつながりを促進する場を数多く生み出し、経営としてはファシリテーター型リーダーシップ経営による
組織運営を実践している。

改革のマネジメント ─DXからCXへ─

「新しい資本主義、新しいファッション産業」

環境の保護を目指す SX（Sustainable Transformation）につながらないと意味がありません。
我が国においても、新しい資本主義のもと、新しいファッション産業の構築を急がないとい
けません。そのための第一歩を、今年のエグゼクティブ・コースで踏み出します。2年間の

昭廣（にっかく・あきひろ）

1949年、兵庫県生まれ。71年東京大学工学部卒業、73年東京大学大学院工学系研究科産業機械工学修士
課程終了後、
東レ株式会社に入社。
エンジニアリング部門でキャリアを積み、
米国、
フランスのフィルム製造・販売会社で通算10年間の海外勤務を経験。
エンジニアリング部門長、
水処理・環境事業本部長などを経て、
2010年6月から現職。

エグゼクティブ・コースのテーマは

今、世界的に資本主義の見直しがなされています。地球環境の破壊、社会の分断をもたら
した資本主義の見直しです。デジタル時代の中、依然としてDXは盛んですが、それも地球

■

時流に迎合せず、時代に適合する ─東レの経営方針と実践事例─

「新しい資本主義､新しいファッション産業」

■

プログラム

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき4つの理由
今、世界的に大きな注目を集め、世界中の有力企業が事業戦略として組み込み、世界中の国々が
国家戦略として取り組んでいるサーキュラーエコノミー
（CE）。一方で、
日本ではある誤解によりCE
への移行が遅れています。
サーキュラーエコノミーの誤解を解きその本質を解説し、
さらに、企業がCEを事業戦略に組み込む動
機と世界最新の企業成長戦略事例をご紹介します。

中石

和良
（なかいし・かずひこ）

一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事
株式会社ビオロジックフィロソフィ 代表取締役 CEO

松下電器産業（現パナソニック）、富士通・富士電機関連企業で経理財務・経営企画業務に携わる。その後、ITベンチャー
やサービス事業会社などを経て、2013年にBIO HOTELS JAPAN（一般社団法人日本ビオホテル協会）及び株式会社ビオ
ロジックフィロソフィを設立。欧州ビオホテル協会との公式提携により、ホテル＆サービス空間のサステナビリティ認証
「BIO HOTEL」システムを立ち上げ、持続可能なライフスタイル提案ビジネスを手掛ける。2018年に「サーキュラーエコノ
ミー・ジャパン」を創設し、2019年一般社団法人化。代表理事として、日本での持続可能な経済・産業システム「サーキュ
ラー・エコノミー」の認知拡大と移行に努める。

■

I F I より

■

平素は、一般財団法人ファッション産業人材育成機構・IFIビジネススクール」にご高配を賜り厚く御
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一橋大学大学院社会学研究科、ミシガン大学経営大学院卒
経営学博士（ミシガン大学）
一橋大学大学院社会学研究科教授、経営管理研究科教授を経て、一橋大学
名誉教授。現在、IMD（スイス、ローザンヌ）教授
専攻は組織論（知識創造論）、リーダーシップ、企業変革論
現在、IFIファッションビジネス・スクール学長と並んで、株式会社シマノ社外取
締役など4社での社外取締役、日本ナレッジマネジメント学会会長も務める。

礼申し上げます。本年は、財団設立30周年、IFIビジネススクール開校25周年という大きな節目を迎えま
す。基幹コースだけで既に7000名を超える人達が卒業、修了され第一線で活躍されています。未曾有と
もいえる新型コロナウイルスによるパンデミック等の影響で厳しい状況が続くファッション産業界です
が、このエグゼクティブコースを一人でも多くの経営トップ・役員の方々の参加により、素晴らしい登壇者
の方々と共に「新生ファッション産業」について語り合える場にしたいと思っています。
当コースが、貴社のイノベーション推進のきっかけとなり、業界のますますの発展につながることを願
っています。
ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせのうえ、当セミナーへの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
ファッションビジネスの次代を拓く「人材」を育成する学校を目指した先人達の熱き想いを大切にし人材教育、人材育成に取り
組んでいきますので、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
一般財団法人ファッション産業人材育成機構

理事長

༿āိāāā၇

■

スケジュール

■

■

■ 7月23日
（土）
時

間

10：00

内

容

会

場

受講生集合
理事長

IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ） 教授

一條 和生
「悠の間」

13：10〜14：30 セッション２

改革のマネジメント〜DXからCXへ〜
株式会社カインズ 代表取締役社長CEO

14：40〜16：00 セッション3

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代〜
東邦レオ株式会社 代表取締役社長

16：10〜17：30 セッション4

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき４つの理由
一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン代表 中石 和良 氏

19：00〜

懇親会

象】

経営者及び経営幹部役員の方

【定

員】

40名

吉川 稔 氏

おひとり様

220,000円（消費税込）

※7月23日の宿泊費および23日昼から

高家 正行 氏

IFIビジネス・スクール学長

17：40〜18：10 本日のまとめ
チェックイン

2022年7月23日（土）〜24日（日）

【対

【受講料】

24日昼までの食事代を含みます

「麗の間」

内

■

①ホームページより
https://www.ifi.or.jp/course/executive.html
②Eメール
別添の申込書に所定の事項を
ご記入の上PD Fにてお送り
ください
【送信先】 nagai@ifi.or.jp
③ファックス
別添の申込書に所定の事項をご記入の上お送り
ください
【送信先】 03-5610-5710（FAX）

2022 エグゼクティブ・コース
のご案内

■ お問い合わせ

■ 会 場のご 案内
ホテルニューオータニ アーケード階（地下1階）
宴会場「麗の間」にお越しください。

一條 和生

案

■ お申込 方法

〒102-8578
東京都千代田区紀尾井町4-1
TEL：03-3625-1111
（代）

「麗の間」

12：10〜13：10 昼食

18：10〜

【開催日】

萩平 勉

10：10〜10：40 自己紹介

11：00〜12：10 セッション１

■ 開 催要綱
【会場／宿泊】 ホテルニューオータニ

10：00〜10：10 御挨拶

10：40〜11：00 はじめに

ご

一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール「エグゼクティブ・コース」
【担当】 永井
Eメール nagai@ifi.or.jp
TEL
03-5610-5701（代）

「悠の間」

■

I F I ビジネス・スクールについて

■

日本のファッション・ビジネスの次代を拓く「人材」を育成します
グローバル化、技術革新、消費者のライフスタイルの多様化など、ファッション産業を取り巻く環境は、目
まぐるしいスピードで変化しつづけています。こうした時代の変化に対応し、国際的な視野を持つプロフェッ
ショナルな人材を育成するため、国、自治体、業界の企業の支援を受け、一般財団法人ファッション産業育成
機構が設立されました。IFIビジネス・スクールは、この財団法人が運営する、世界でもユニークなビジネス・
スクールです。
実際のビジネスを体で覚える「実学」の精神を基本に、モノ作りから小売に至るまでの全般に通じる業界の
リーダーとなる人材の育成を通じ、繊維ファッション業界の発展に貢献します。

■ 7月24日
（日）
時 間
9：30

内

容

会

場

はじめに

9：40〜11：30 セッション5

時流に迎合せず、時代に適応する
「麗の間」
東レ株式会社 代表取締役社長 日覺 昭廣 氏

トーク・セッション
「悠の間」

11：30〜12：50 昼食
13：00〜15：00 セッション6
15：10〜15：40 まとめ
15：50〜16：00 閉講

新しい資本主義、新しいファッション産業
IFIビジネス・スクール学長

一條 和生
「麗の間」

■

IFIビジネス・スクールの歴史
1992年
1998年
1999年
2000年
2006年
2011年
2013年
2014年
2017年
2022年

財団法人ファッション産業人材育成機構 設立
I F I ビジネス・スクール開校（学長 山中鏆）
尾原蓉子学長就任
I F I 総合研究所設立、大学講座・カスタムメイドプログラム スタート
eラーニング講座スタート
「 I F I 繊維ファッションビジネス研究会」発足、第1回研究会を開催
エグゼクティブ・フォーラム「日本のファッションを元気にする会」
第1回開催
一條和生学長、花崎淑夫名誉学長就任
財団設立25周年 I F I ビジネス・スクール開講20周年「感謝の集い」
財団設立30周年 I F I ビジネス・スクール開講25周年

第25回テーマ

「新しい資本主義、新しいファッション産業」
2022年

7/23（土）
・24（日）

於：ホテルニューオータニ

■

スケジュール

■

■

■ 7月23日
（土）
時

間

10：00

内

容

会

場

受講生集合
理事長

IFIビジネス・スクール学長
IMD（スイス・ローザンヌ） 教授

一條 和生
「悠の間」

13：10〜14：30 セッション２

改革のマネジメント〜DXからCXへ〜
株式会社カインズ 代表取締役社長CEO

14：40〜16：00 セッション3

CSV経営〜コミュニティが鍵となる時代〜
東邦レオ株式会社 代表取締役社長

16：10〜17：30 セッション4

企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき４つの理由
一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン代表 中石 和良 氏

19：00〜

懇親会

象】

経営者及び経営幹部役員の方

【定

員】

40名

吉川 稔 氏

おひとり様

220,000円（消費税込）

※7月23日の宿泊費および23日昼から

高家 正行 氏

IFIビジネス・スクール学長

17：40〜18：10 本日のまとめ
チェックイン

2022年7月23日（土）〜24日（日）

【対

【受講料】

24日昼までの食事代を含みます

「麗の間」

内

■

①ホームページより
https://www.ifi.or.jp/course/executive.html
②Eメール
別添の申込書に所定の事項を
ご記入の上PD Fにてお送り
ください
【送信先】 nagai@ifi.or.jp
③ファックス
別添の申込書に所定の事項をご記入の上お送り
ください
【送信先】 03-5610-5710（FAX）

2022 エグゼクティブ・コース
のご案内

■ お問い合わせ

■ 会 場のご 案内
ホテルニューオータニ アーケード階（地下1階）
宴会場「麗の間」にお越しください。

一條 和生

案
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東京都千代田区紀尾井町4-1
TEL：03-3625-1111
（代）

「麗の間」

12：10〜13：10 昼食

18：10〜

【開催日】

萩平 勉

10：10〜10：40 自己紹介

11：00〜12：10 セッション１

■ 開 催要綱
【会場／宿泊】 ホテルニューオータニ

10：00〜10：10 御挨拶

10：40〜11：00 はじめに

ご

一般財団法人ファッション産業人材育成機構
IFIビジネス・スクール「エグゼクティブ・コース」
【担当】 永井
Eメール nagai@ifi.or.jp
TEL
03-5610-5701（代）

「悠の間」

■
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■
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