第21回 日経フォーラム「世界経営者会議」

10月28日（月）
9:30 - 9:33

9:35 - 10:05

9:30-17:40

オープニング映像
ピーター・ブラベック-レッツマット

健康で幸せな生活のための食

ネスレ 名誉会長

モデレーター：槍田 真希子

日本経済新聞社

写真映像部 次長

グローバルな経営環境に起きる大変革

10:05 - 11:15

アラン・パーカー

中村 邦晴

ブランズウィック・グループ 会長 兼 創設者

住友商事

三菱総合研究所

理事長

モデレーター：ライオネル・バーバー フィナンシャル・タイムズ 編集長

休憩

社会と市場の要請に応え続ける経営

11:25 - 11:55

小宮山 宏

会長

アルン・クマール

新たな局面を迎えたインド太平洋のパラダイム

KPMGインド 会長 兼 CEO

ビュッフェ･ランチ

13:00 - 13:30

柳井 正

個人の時代・企業の時代

ファーストリテイリング 会長 兼 社長
モデレーター：中村 直文

休憩

13:40 - 14:10

ラグジュアリー市場で切り拓く新領域

日本経済新聞社

編集委員 兼 論説委員

ニコラ・バレツキー

モンブラン インターナショナル CEO
モデレーター：原 克彦

日本経済新聞社

NAR 編集部 次長

人生100年時代をとらえる健康と食のビジネス

14:10 - 14:40

磯崎 功典

前例なき変革への決断

キリンホールディングス 社長
モデレーター：田中 陽

日本経済新聞社

編集委員

コーヒーブレイク

サラ・エル・カサノバ

日本マクドナルドホールディングス 社長 兼 CEO

15:00 - 16:00

豊かな社会を支える食事・運動・ヘルスケアデバイス

デーブ・モーテンセン

エニタイムフィットネス 社長 兼 共同創業者

谷田 千里

タニタ 社長

モデレーター：高橋 香織

休憩

16:10 - 16:40

情熱を開放する経営

16:40 - 17:10

サステナビリティー時代のカップヌードル進化論

17:10 - 17:40

We’ re all the same

日本経済新聞社

編集委員

南場 智子

ディー・エヌ・エー 会長
モデレーター：大林 尚

日本経済新聞社

上級論説委員

安藤 宏基

日清食品ホールディングス 社長・CEO

モデレーター：大岩 佐和子

日本経済新聞社

編集委員 兼 論説委員

デーブ・モーテンセン

エニタイムフィットネス 社長 兼 共同創業者

モデレーター：高橋 香織

日本経済新聞社

編集委員

10月29日（火）

9:00-17:30

地政学がビジネスに与えるインパクト

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

創業以来の価値観に根差した
日本のグローバル企業がイノベーションをリードする

クリストフ・ウェバー
武田薬品工業

社長 兼 CEO

モデレーター：ドミニク・テュルパン IMD

教授

ジャレド・ダイアモンド

危機を突破する国家経営

～明治維新から学ぶ日本の針路

モデレーター：渡邊 園子

変革の先にある金融の未来

バークレイズ グループ CEO

進化生物学者、
『銃・病原菌・鉄』著者

日本経済新聞社 大阪本社編集局長 兼
Nikkei Asian Review パブリッシャー補佐

ジェス・ステイリー

モデレーター：ライオネル・バーバー フィナンシャル・タイムズ 編集長

休憩

テクノロジーが変える社会

10:40 - 11:25

仕事のための仕事から、価値のある仕事へ：

シリコンバレーに学ぶ生産性改善のヒント

11:25 - 11:55

日本市場から学ぶ経営戦略

～永続性に向けた目的重視の意思決定

11:55 - 12:25

技術はどのように社会変革を起こすのか

ダスティン・モスコビッツ

Asana

CEO 兼 共同創設者

伊佐山 元
WiL

共同創業者 兼 CEO

ネッド・シーガル

ツイッター CFO

モデレーター：渡辺 洋之

日本経済新聞社 常務取締役 デジタル事業担当 兼
日経イノベーション・ラボ 所長

タン・フイリン

グラブ 共同創業者

モデレーター：田中 暁人

日本経済新聞社

編集委員

ビュッフェ･ランチ

13:40 - 14:10

ジルベルト・カルダート

デジタルエンパワーメントの時代を語る

Mastercard インターナショナル部門 社長

モデレーター：ジョジ・トマス・フィリップ ディールストリートアジア 創業者 兼 編集長

グローバルビジネスを成功させるための要諦

14:10 - 14:40

ヘンケルにとっての持続性

– 本質的価値に忠実であり続けること

14:40 - 15:10

イノベーションと成長を続ける経営：旭化成の挑戦

ハンス・ファン・バイレン
ヘンケル CEO

モデレーター：原 克彦

日本経済新聞社

NAR 編集部 次長

小堀 秀毅
旭化成

社長

モデレーター：竹内 弘高 ハーバード・ビジネス・スクール 教授

コーヒーブレイク

15:30 - 16:15

先進国市場を制覇、そしてアジアへ～南米からの挑戦

ランド・シモネッティ
La Martina

会長 兼 創業者

クリスティアン・ロペス

コンチャ・イ・トロ 輸出担当取締役
モデレーター：中山 淳史

日本経済新聞社 コメンテーター

外国人との共生が育む新たな市場

16:15 - 17:30

ローレンス・ホー

メルコリゾーツ＆エンターテインメント 会長 兼 CEO
モデレーター：桃井 裕理

日本経済新聞社

唐池 恒二
JR 九州

会長

ティモシー・ハンシング

レッド・プラネット・ホテルズ CEO

政治部 次長
※敬称・尊称略

