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     ■11月19日（火）第18回経営者セミナー（富士ソフトアキバプラザ） 

           ～時代・時流・時中にあった経営戦略～ 

第1部  テーマ  「生協の宅配改革の現状」 

講師： 尾辻 雅昭 氏 日本生活協同組合連合会 常務執行役員 

第2部 テーマ  「生協の事例紹介---３ＰＬの役割と価値創造について」  

講師：前多 靖広 氏 株式会社丸和運輸機関 

         ■10月予定<中止＞第17回経営者セミナー（株）MonotaRO予定<※新型コロナ感染影響のため＞ 

     ■10月  9日（金）第16回経営者セミナー（メルパルク東京） 

      ～未来を見つめた物流戦略～  

第1部  テーマ 「トラスコ中山の物流のリアル」 

講師：直吉 秀樹 氏 トラスコ中山株式会社 取締役物流本部本部長 

第2部 テーマ 「無印良品は仕組みが９割」 

講師：松井 忠三 氏  

株式会社松井オフィス 代表取締役社長（(株)良品計画 前代表取締役会長） 
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    ■10月  9日（水）第15回経営者セミナー（メルパルク東京） 

     「変革期におけるＥＣ経営」  

第1部   
テーマ  
講師：中井 忍 氏 株式会社新晃 代表取締役社長 
                       （前 株式会社日本アクセス 取締役専務執行役員） 

第2部  
テーマ 「アマゾンジャパンの歩み」 
講師：鹿妻 明弘 氏 アマゾンジャパン合同会社 副社長 オペーレーション兼SCM輸送統括 
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     ■3月  9日（金）第13回経営者セミナー（メルパルク東京） 

      「破壊的イノベーション時代における企業経営について」 
  第1部  テーマ 「アスクルのEコマース物流革命」  

講師：川村 勝宏 氏 アスクル株式会社 coo 執行役員  
     テクノロジーセンター本部長・ロジスティクス本部本部長  
第2部  テーマ  
「″逆境こそ改革のチャンス″物流近代化を目指すニトリグループのロジスティクス」 
講師：松浦 学 氏 株式会社ニトリホールディングス上席執行役員 
                    (株)ホームロジスティクス 代表取締役社長 
  

■2月 27日（水）第14回経営者セミナー（富士ソフト秋葉原ビル アキバプラザ） 

「破壊的イノベーション時代における企業経営について」 
第1部  テーマ  
「企業の優劣はサプライチェーンで決まる～コンサルティング力を生かした解決型3PL～」 
講師：藤田 浩二 氏    センコー株式会社 常務執行役員  
                           ロジ・ソリューション株式会社 代表取締役社長 
 

第2部 テーマ 「ニトリグループのロマンを支えるホームロジの取組み」 
講師：五十嵐 明生 氏  株式会社ニトリホールディングス 上席執行役員 
                           株式会社ホームロジスティクス 代表取締役社長 
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     ■2月24日（水）第11回経営者セミナー（アルカディア市ヶ谷） 
 

      「創業経営者が語る企業発展への道」 
 第1部  テーマ   「３ＰＬと経営」     

講師 大須賀 正孝 氏 日本３ＰＬ協会会長 株式会社ハマキョウレックス代表取締役会長 
  

第2部  テーマ   「私が歩んできた道」  
講師 西山 由之 氏  株式会社ナック 名誉会長 
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     ■3月3日（金）第12回経営者セミナー（富士ソフトアキバプラザ） 
        

      「揺れ動く経済における企業経営について」 

第1部  テーマ 「良品計画のＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネジメント）」 
講師：小森 孝 氏 株式会社良品計画 常務取締役 
  

第2部 テーマ 「Ａｍａｚｏｎの企業理念と経営戦略」 
講師：渡辺 朱美 氏 アマゾン ジャパン合同会社  
          バイスプレジデントライフ＆レジャ―事業本部  統括事業本部長 
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     ■3月12日（水）第9回経営者セミナー（メルパルク東京） 
 

      「新たな経済発展期における企業経営について」  

第1部  テーマ   「これからのＥコマースサプライチェーン」 
講師   鹿妻 明弘  氏 アマゾン ジャパン株式会社  SCM輸送統括事業本部 事業本部長 
  
テーマ   「ソニーの現在とブランディングについて」 
講師   橋谷 義典  氏 ソニー株式会社 IR担当VP  
 

第1部  テーマ  「イトーヨーカ堂の物流に対する考え方」 
講師  飯原 正浩 氏   株式会社 イトーヨーカ堂 
                      執行役員物流部長 兼 オムニチャンネル推進室総括マネジャー  

第2部 テーマ 「大和ハウス工業に於ける物流施設開発及びその展開方針」 

講師  浦川 竜哉 氏  大和ハウス工業株式会社    
                             常務執行役員 建築事業推進部長 
 
 

     ■3月20日（金）第10回経営者セミナー（メルパルク東京） 
 

     「新たな経済発展期における企業経営について」 
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     ■6月7日（木）第7回経営者セミナー（新宿ワシントンホテル）  
 

     ～変動激しい経済状況下における企業経営について～  

第1部  テーマ 「カルビーの成功物語」 
      講師  中田 康雄 氏   カルビー株式会社前社長  
 

第2部  テーマ 「今、問われている日本のコーポレートガバナンス」 
      講師  髙須 武男 氏 (株)バンダイナムコホｰルディングス 取締役相談役  

第1部 テーマ 「３ＰＬと経営」   
講師  大須賀 正孝 氏   日本３ＰＬ協会会長   株式会社ハマキョウレックス会長 
 

第2部 テーマ 「良品計画の経営改革とグローバル戦略」      
講師   松井 忠三 氏  株式会社良品計画   代表取締役会長 

     ■3月15日（金）第8回経営者セミナー（アルカディア市ヶ谷）  
 

     ～低迷する経済状況下における企業経営について～  
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     ■7月22日（金） 第5回経営者セミナー（アルカディア市ケ谷） 
 

     ～変動激しい経済状況下における企業経営について～  
 

テーマ    
「ガリバーの成功ストーリー」  
講師：株式会社ガリバーインターナショナル 顧問（元副社長）村田 育生 氏 
 

テーマ    
「オムロンの企業理念とコーポレートガバナンス」 
講師：オムロン株式会社             取締役副会長   立石 文雄 氏 
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     ■11月17日（木）第6回経営者セミナー（新宿ワシントンホテル）  
 

      ～変動激しい経済状況下における企業経営について～  

第1部 テーマ  「業界の常識は非常識」―素人感覚の大切さと難しさ― 
講師  太田 喜明 氏 株式会社モール・エスシー開発代表取締役会長 
                 株式会社イトーヨーカ堂 元取締役専務執行役員 
 

第2部 テーマ 「ＥＣ市場に於けるロジスティクスの現状」 
講師  宮田 啓友 氏 楽天物流株式会社 代表締役社長  
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     ■4月13日（火） 第3回経営者セミナー  

   一般社団法人日本３ＰＬ 法人化一周年記念講演 
     ～変動激しい経済状況下における企業経営について～ 
 第1部      
 「財務・サービスパフォーマンスを最大化するロジスティクス戦略の構築」 
  講師 黒坂 康雄 氏 三菱化学エンジニアリング株式会社 常務取締役 プロジェクト第２本部長 

      松川 公司 氏 三菱化学エンジニアリング株式会社  ロジスティクス事業部次長 

   第2部     
   “世界戦略”を掲げた「スズキの企業経営」について 
   講師  鈴木 修     氏 スズキ株式会社 会長兼社長 
  

     ■11月 25日（木）第4回経営者セミナー  
          ～変動激しい経済状況下における企業経営について～               

 
テーマ  「企業理念と経営」 
講師 株式会社ベネッセコーポレーション 代表取締役副社長 福原 賢一 氏 
 

テーマ  「生協の宅配事業改革」 
講師 日本生活協同組合連合会  専務理事  矢野 和博 氏 
 

（九段会館） 
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     ■7月22日（水） 第1回公開セミナー（九段会館） 

～変動激しい経済状況下における企業経営について～ 
 

テーマ 「３ＰＬ業界における課題と対策」  
講師 大須賀正孝氏 日本３ＰＬ協会会長 ㈱ハマキョウレックス代表取締役会長 
 

テーマ 「経営におけるロジスティクスの重要性」  講師 浦野 光人氏  

                              株式会社ニチレイ    代表取締役会長  

     ■11月24日（水） 第2回公開セミナー（九段会館） 

～変動激しい経済状況下における企業経営について～ 
テーマ 「良品計画の“経営改革” 」  
     講師 松井 忠三 氏  株式会社 良品計画    代表取締役会長  
 

テーマ 「経営とＩＴ・ロジスティクス戦略について 」  
     講師 原田 努 氏   株式会社 菱 食   取締役専務執行役員 
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