ランチェスター戦略学会
第 4 回研究大会

≪研究テーマ≫

企業の社会貢献と競争戦略

企業の社会貢献と競争戦略への結びつき、そしてランチェスター戦略
についての知識を深め、情報交換を行うことを目的に、第４回の研究大
会を実施します。経営戦略の最前線の知識がつかめます。一般の方でも
ご参加できますので、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

小泉 徹

―――――――――――――――――――――――――――――

日時

平成 ２３年 １１月 ２３日 （水・祝日）
受付 ９時より開始
午前９時３０分～午後６時
午後６時１０分
１０分～午後８時
午後６時
１０分
～午後８時

場所

交通

研究大会
９階 １０９３号室
２３階 紫紺の間
懇親会

明治大学 リバティタワー 9 階 1093 教室
東京都千代田区神田駿河台１－１ TEL ０３－３２９６－４３３７
JR（中央線・総武線）御茶ノ水・地下鉄
JR
（中央線・総武線）御茶ノ水・地下鉄 御茶ノ水 下車徒歩５分
下車徒歩５分

研究大会プログラム
９：００
９：３０
９：４５～１０：４０

受付開始
開会
小泉徹〈学会会長/首都大学東京教授〉
報告Ⅰ 「東南アジアにおける日系企業の CSR 活動と

報告者

討論者

１０：４５～１１：４０ 報告Ⅱ

報告者
討論者
１１：４５～１２：４５

１２：45～１4:００

総合司会：名和田竜 (学会事務局)

特別講演

１４：０５～１５：００ 報告Ⅲ
報告者
討論者

ランチェスター戦略」
福田秀人 (学会副会長/立教大学)ESD 研究センター
研究フェロー）
齋藤哲男 （立教大学大学院 ２１世紀社会デザイン
研究科 教授）
｢企業の社会戦略：障害者対応家庭教師事業における
競争戦略」
大驛潤
(東京理科大学 准教授)
大平浩二 (明治学院大学 教授)
昼食

高野登（前リッツカールトン日本支社長）
「極める時代のホスピタリィティ」
｢コーズ・リレイテッド・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの枠組みと現状」
野村尚克 （東北復興支援協働ネットワーク代表）
小泉徹
（首都大学東京 教授）

１５：０５～１６：００ 報告Ⅳ
「食品スーパーやまとの社会貢献と競争」
報告者
小林久
(株式会社やまと代表取締役)
討論者
福永雅文(学会常任幹事/戦国マーケティング(株)代表)
１６：１０～１７：５０ パネル討論会 (下記参照)
１７：５０～１８：００ 閉会
矢野弾(学会副会長/ランチェスター協会特別顧問)
１８：０５
懇親会受付 リバティタワー２３階・サロン紫紺
１８：１０～２０：００ 懇親会
同上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

パネル討論会 テーマ 「企業の社会貢献と競争戦略」

グローバル・ビジネス

総合司会
上原征彦
パネリスト 市川啓一
ネリスト 岩渕美智子
パネリスト 小林久

明治大学大学院
研究科長・教授
(株)レスキューナウ危機管理研究所代表取締役
首都大学東京講師・学会常任幹事
株式会社やまと代表取締役

パネリスト

東北復興支援協働ネットワーク代表

パ

野村尚克

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単位取得。
専門分野は流通・マーケティング。著書に「新版商業学入門」ほか多数。
２０１１年にランチェスター戦略学会会長に就任。

福田 秀人 （ふくだ ひでと） 学会副会長
立教大学 ESD 研究センター研究フェロー（CSR チーム）。
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。「ランチェスター思考・競争戦略の基礎」など著書多数。

齋藤 哲男 （さいとう てつお）
立教大学大学院 教授（危機管理・CSR 論）
東京工業大学大学院社会理工学研究科後期博士課程修了
日立オーストラリア社長、日本在外企業協会業務部長などを歴任。
企業市民活動を含む様々な国際的な社会活動に携わる。

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准教授、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。

高野 登 （たかの のぼる）
前リッツ・カールトン日本支社長、現在、人とホスピタリィティ研究所所長。
ホテルスクール卒業後アメリカのホテルで勉強し、９０年にリッツ・カールトンに移り、サ
ンフランシスコ、マリナ・デル・レイ、ハンティントン、シドニー等の開業をサポート、日
本においても東京、大阪の開業もサポートした。

野村 尚克 （のむら なおかつ）
Causebrand Lab(コーズブランド・ラボ)代表・東北復興支援協働ネットワーク代表。
立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科修了。筑波大学大学院ビジネス
科学研究科在学。企業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの経験を活かして、「身近でできる
お買物からの社会貢献」をコンセプトにコーズブランド化するために日々奔走中。

小林 久 (こばやし ひさし)
株式会社やまと（スーパーマーケット）代表取締役.
山梨県韮崎市を本店に、１０店舗を経営する。大正元年創業。
中高年、ミセスをターゲットに売り場作りや品揃えを行ない他社と差別化。
さらに、エコ活動を積極的に取り組み、生ごみの買い取りなど大きな反響を呼ぶ。

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」』など多数。

上原 征彦 （うえはら ゆきひこ） 前学会会長
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。著書多数。

市川 啓一 （いちかわ けいいち）
（株）レスキューナウ危機管理研究所代表取締役・（株）レスキューナウ最高顧問。
１９８７年日本アイ・ビー・エム入社、金融機関担当営業を経て新事業立ち上げに
参画、経営企画室課長に昇進。２０００年に（株）レスキューナウ・ドット・ネット（現
レスキューナウ）を設立。災害に関する政府委員会委員など数多く就任。

岩渕 美智子 （いわぶち みちこ） 学会常任幹事
首都大学東京講師。青山学院大学卒業。ジョージタウン大学国際関係学部修士課程
修了。ブルッキングス研究所客員研究員、東洋大学助教授。１９９８年に浅野史郎知
事（当時）の招きで宮城県環境生活部次長。東北福祉大学客員教授を経て現職。著
書に｢ワシントンから日本への２０の警告｣「政治学の授業」［政治は動いていないのか」
など多数。

ﾘﾊﾞﾃｨタワー9 階１０９３教室

ＪＲ（中央線・総武線）・地下鉄

お茶ノ水駅下車 徒歩５分

この用紙で申し込み FAX をしてください

０３－５２８７－６００６

（11 月 9 日までにお願いします）
第４回ランチェスター研究大会

申込書

１１月２３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〒
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 学生
会員
非会員

３，０００円
５，０００円
６，０００円

参加費・懇親会・お弁当代に○をおつけください。

懇親会費
お弁当代

３，０００円
１，０００円

合計

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

《１１月１６日までの事前振込みをお願いします》
振込銀行

三井住友銀行 高田馬場支店
普通預金 ４４５２６７５
ランチェスター戦略学会(
振込手数料ご参加者負担)
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 ００１５０－６－３３０５１１
ランチェスター戦略学会
口座名

