ランチェスター戦略学会
第６回研究大会
≪研究テーマ≫

価 値 共 創 と競 争 戦 略
企業の市場環境が益々複雑化していく中で、顧客を企業が創造し提供した価値を受け取
るという、単なる消費者として捉えるのではなく、消費することによって価値が生まれ、
企業とともに顧客が価値を共創するという考え方が、近年、着目されてきています。企業
は顧客、そして社会との価値共創の継続のために、競争戦略をどのように組み立てていけ
ばいいのでしょうか。そしてランチェスター戦略はどのように進化していくのでしょうか。
この第 6 回の研究大会において、参加者の皆さんの活発な議論が展開されることを
期待しています。
非会員の方でも参加できますので、どうぞ奮ってご参加ください。

ランチェスター戦略学会会長
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太刀川記念館

有楽町線/副都心線「池袋駅」下車。西口より徒歩約 7 分。

研究大会プログラム

総合司会：岩渕 美智子 (学会常任幹事)

9：00

受付開始

報告３０分、コメント１５分、質疑１０分

9：30～9：40

開会挨拶

小泉 徹(学会会長/首都大学東京 教授)

9：40～10：40

基調講演

「ハーレーダビッドソン・ジャパンの価値共創と競争戦略」
～映像とグラフで語る「顧客価値共創の実態～

報告者

奥井俊史（ハーレーダビッドソン・ジャパン前社長）

コーディネータ

井関利明 （慶應義塾大学 名誉教授）

10：50～11：45 報 告 Ⅰ

11:45～12:50

「ボランティア活動とビジネスの有機的関係」

報告者

国京絋宇 (明治大学大学院グローバルビジネス研究科)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ

上原征彦 (明治大学大学院 教授）

昼

食

12:50～13：00 共催者挨拶

中村陽一（立教大学 教授）

13:00～14:00

「株式会社 H.I.S.に於けるランチェスター戦略」

特別講演
講

演

コーディネータ

14：10～15：05 報 告 Ⅱ

15:10～16：05

澤田秀雄 （株式会社 H.I.S.代表取締役会長）
井関利明 （慶應義塾大学 名誉教授）
｢価値共創とマーケティング革新｣

報告者

大驛 潤 （東京理科大学 教授）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ

大平浩二 （明治学院大学 教授）

報 告 Ⅲ

｢ランチェスター戦略の人事教育方針の妥当性を論証する」

報告者

福田秀人（学会副会長/立教大学大学院非常勤講師、元教授）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ

関 京子（スクウェア・エニックスホールディングス
人事総務部シニアマネジャー ）

16:10～17:05

報 告 Ⅳ

「価値共創とランチェスター戦略」

報告者

福 永 雅 文(学会常任幹事/戦国マーケティング(株)代表取締役)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ

竹端隆司 (学会副会長/ランチェスター協会理事長)

17:05～17：15

閉会挨拶

矢野 彈（学会副会長/ランチェスター協会特別顧問)

17:45～19：45

懇 親 会

立教大学構内 第一食堂

プロフィール
小泉 徹 （こいずみ とおる） 学会会長
首都大学東京教授（オープンユニバーシティ 経営・会計学分野）
慶応義塾大学商学部卒業。同大学大学院商学研究科博士課程修了。専門分野は流通・マーケテ
ィング。著書「サービス・マーケティングの新展開」(共著)「新版商業学入門」(共著)ほか多数。 経営
哲学学会理事。 ２０１１年にランチェスター戦略学会会長に就任。
奥井 俊史 （おくい としふみ）
アンクル・アウル コンサルティング代表。大阪外国語大学中国語学科卒。トヨタ自動車販売(現トヨ
タ自動車)に入社。主に途上国への輸出に携わり、１９８０年初代北京事務所所長。
１９９０年にハーレーダビッドソン・ジャパン代表取締役に就任。201２年退任。同年コンサルティング
会社設立代表。
井関 利明（いせき としあき）学会顧問
慶応義塾大学名誉教授。社会学博士。慶応義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了。慶応
義塾大学総合政策学部教授より千葉商科大学政策情報学部教授となる。研究対象はマーケテ
ィングの思想・方法・理論、ソーシャル・マーケティングの体系化とその応用。著書に「経
営の美学」ほか多数。
国京 紘宇 （くにきょう ひろたか）
明治大学大学院グローバルビジネス研究科院生(ＭＢＡ）。明治大学政治経済学部卒業。
中小企業診断士。キャラクター・コンテンツ企業に在職中。トーマツコンサルティング株式会社（現
デロイトトーマツコンサルティング株式会社）、 株式会社ユージン（現タカラトミーアーツ）の常務執
行役員等を歴任。またボランティアとして社会貢献ビジネスをサポート中。
上原 征彦 （うえはら ゆきひこ） 前学会会長・学会特別顧問
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科科長、教授（流通論・マーケティングﾞ
戦略論）日本勧業銀行、流通経済研究所、ペンシルべニア大学客員教授を歴任。
産業構造審議会流通部会長、サービス部会長を歴任．食と農林水産業の地域ブラ
ンド協議会会長も務める。著書に「手にとるように小売・流通がわかる本」ほか多数。
中村 陽一 （なかむら よういち）
立教大学法学部教授。大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授、社会デザイン研究所所長。一橋
大学社会学部社会学科卒業。日本生活協同組合連合会職員を経て消費社会研究センター代表
となる。都留文科大学文学部社会学科教授、東京大学社会情報研究所客員助教授を経て現在に
至る。主な研究テーマは社会デザイン、ソーシャルビジネス、NGO/NPO、市民活動など。

澤田 秀雄 （さわだ ひでお） 学会顧問
株式会社エイチ・アイ・エス代表取締役会長。 旧西ドイツマインツ大学に留学。格安航空券販売
からスタートし、パッケージ旅行の販売を手掛け、急成長を遂げる。 スカイマークエアラインズ（現
スカイマーク）を設立、国内航空業界への新規参入を果たす。現エイチ・エス証券により証券業へ
参入 etc… モンゴルＡＧ銀行（現ハーン銀行）の会長に就任。現エイチ・エス損害保険を設立。
ハウステンボス株式会社の代表取締役社長に就任、再生を果たす。 関係団体： 社団法人日本
経済団体連合会理事、公益財団法人松下政経塾評議員、一般社団法人アジア経営者連合会理
事長、公益財団法人東京交響楽団理事長。 著書：『旅行ビジネスという名の冒険』（ダイヤモンド
社）、『思う・動く・叶う！』（サンマーク出版）、『H.I.S.机二つ電話一本からの冒険』（日経ビジネス人
文庫）、『運をつかむ技術』（小学館）。
大驛 潤 （おおえき じゅん）
東京理科大学経営学部・大学院経営学研究科教授、経済学博士。東京大学大学院博士後期課
程単位取得後退学、東京大学文部教官助手。東京理科大学理工学部准教授、九州大学大学院
特任准教授、スタンフォード大学大学院客員准教授を経て現職。
大平 浩二 （おおひら こうじ）
明治学院大学経済学部教授（経営学）。慶応義塾大学大学院商学研究科博士後期課程修了。経
営学説史、企業と組織中国やドイツ等の比較経営論が専門。経営哲学学会前会長。日本経営学
会理事。著書に「ネットワークを駆使する。CS 先進企業」「ケースブック老人介護施設の経営」など。
福田 秀人 （ふくだ ひでと） 学会副会長
立教大学大学院兼任講師。慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程終了。前立教大学大学院
教授。日本法制学会危機管理委員長、海上自衛隊幹部学校講師、航空保安協会評議員を務め
る。著書に「ランチェスター思考・競争戦略の基礎」ほか多数。
関

京子（せき

きょうこ）

スクウェア・エニックスホールディングス人事総務部シニアマネジャー。

慶應義塾大学法学部政治学科 LLB 卒業、ロンドンビジネススクールメルクセローノ・エグ
ゼクティブ MBA（BioPharma)、英国国立ウェールズ大学大学院 MBA。
外資系/国内大手企業において、組織開発、営業研修、グローバル人事および、法務・コン
プライアンスの責任者として従事、(日産自動車、兼松、マイクロソフト、ファイザー製薬、、、)。
また、外資系企業の CSR 戦略の一環としてブランド大使、社員のエンゲージメント、ダイ
バーシティ推進者として活躍 。
福永 雅文 （ふくなが まさふみ） 学会常任幹事
戦国マーケティング株式会社代表取締役。NPO 法人ランチェスター協会常務理事・研修部長。
ランチェスター戦略を指導原理に企業の販売戦略づくりを指導・教育。営業拠点単位に市場占有
率の向上策を具体的に指導することを得意とする。著書に「『営業』で勝つ!ランチェスター戦略」
「ランチェスター戦略『弱者逆転』の法則」など多数。

竹端

隆司（たけはた

たかし）学会副会長

株式会社ファインテック代表取締役。明治大学文学部卒業。㈱サンマーク入社、財務・総
務等々役員を経て、㈱サンマーク情報システム代表取締役、㈱サンマーク出版代表取締
役、㈱サンマーク代表取締役を歴任。(株)ファインテック設立、代表取締役に就任、現在に
至る。内閣府認証 NPO ランチェスター協会の設立に参加、専務理事、副会長を歴任。2009
年 NPO ランチェスター協会理事長に就任。著書『ランチェスター戦略がイチからわかる本』
（すばる舎）。
矢野 彈（やの だん）学会副会長
月刊カレント(潮流社）代表取締役。成城大学経済学部卒業。1958 年(株)矢野経済研究所設
立に参画、取締役に就任。1970 年同所代表取締役副社長、1996 年同所代表取締役副会長、
2002 年特別顧問に就任現在に至る。2001 年 NPO 法人ランチェスター協会副理事長就任。
一般社団法人日本バイオベンチャー推進協会副会長。
岩渕 美智子 （いわぶち みちこ） 学会常任幹事
学校法人高根学園理事・一般社団法人環境福祉エネルギー機構副理事長。青山学院大学卒、
ジョージタウン大学大学院修士課程修了（国際関係論）。東洋大学法学部助教授、宮城県環
境生活部次長（知事の招聘により）、東北福祉大学客員教授、首都大学東京(ＯＵ)講師など
を経て現職。著書に「ワシントンから日本への２０の警告」「湾岸戦争は日本をどう変える
か」など多数。

この用紙で申し込み FAX をしてください ０３－５２８７－６００６
（11 月 17 日迄にお願いします）

第６回ランチェスター研究大会

申込書

２０１３年１１月２４日の研究大会に参加申込みします。
氏

名

㊞

フリガナ

勤務先名

部署・役職

ご住所〒
FAX

電話番号
携帯電話番号
勤務先電話番号

e-mail アドレス
大会参加費

一般

□

６，０００円

会員

□

４，０００円

学生

□

２，０００円

お弁当代

１，０００円

当日は祝日の為、お弁当を
お薦め致します。

懇親会費
参加費・お弁当代・懇親会費のお申込は□に
☑を付けて合計金額を記入してください。

□

□

３，０００円

（立教大学構内 第一食堂）

合計

円

メール： lanchester@lanchester.or.jp
ﾌｧｯｸｽ：０３－５２８７－６００６

ランチェスター戦略学会宛

事前振込、または当日も会費の受付を致します。
振込銀行：

三井住友銀行 高田馬場支店
普通預金 ４４５２６７５
口座名 ランチェスター戦略学会 (振込手数料ご参加者負担)

郵便振替：

口座番号
口座名

００１５０－６－３３０５１１
ランチェスター戦略学会

立教大学 池袋キャンパス

案内図

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1
JR 各線・東武東上線・西武池袋線・東京メトロ丸ノ内線／有楽町線／副都心線
「池袋駅」下車。西口より徒歩約 7 分。
会場案内図
太刀川記念館

太刀川
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