
名前（ファーストネーム 姓 役職名 組織名 電子メール 国名 業種 

登録

日 

 

パオロ メルローニ 代表取締役会長 アリストン・グループ          イタリア ET-エナジー 16-09- 

              技術情報  

フェデリコ フビニ 副編集長 コリエレ・デラ・セラ          イタリア ME-Mediaです
。 

07-11- 

              エンターテイン

メント 

 

              とスポーツ  

ミケーレ クリソストモ 取締役会議長 エネル          イタリア EU-エネルギー 28-09- 

  取締役と            ユーティリティ  

  コーポレート・ガバナンス              

  とサステナビリティ              

フランチェ

スコ 

スターチェ 最高経営責任者 エネル          イタリア EU-エネルギー 15-08- 

  兼ゼネラルマネージャー            ユーティリティ  

ルチア カルボサ 取締役会長 イーニ          イタリア OG-オイル＆ガ

ス 

13-09- 

クラウディ

オ 

デスカルツィ 最高経営責任者 イーニ          イタリア OG-オイル＆ガ

ス 

08-11- 

アレキサン
ダー 

スタブ 研究科長 ヨーロッパ大学          イタリア 大学・研究機関 21-10- 

  トランスナショナル・ガバ

ナンス 

研究所           学校  

マリオ モレッティ・ポレ
ガート 

会長兼創業者 ジオックス          イタリア RC-Retail。 20-10- 

              コンシューマー  

              グッズ＆グッズ  

              ライフスタイル  

アンドレア イリー 会長 イリーカフェ          イタリア FB-アグリカル

チャー 

23-08- 

              食品と  

              飲料  

ステファノ ルッキーニ チーフ・インスティチュー

ショナル・アフェアーズ 

インテサ・サンパオロ          イタリア BK-バンキング 31-10- 

  と外部            キャピタルマー

ケッツ 

 

  コミュニケーションオフィ

サー 

             

カルロ メッシーナ 最高経営責任者 インテサ・サンパオロ          イタリア BK-バンキング 20-10- 

              キャピタルマー

ケッツ 

 

マルコ ザッテリン 副編集長 スタンパ          イタリア ME-Mediaです

。 

21-11- 

              エンターテイン

メント 

 

              とスポーツ  

エリカ アレッサンドリ 取締役 テクノジム          イタリア RC-Retail。 11-11- 

              コンシューマー  

              グッズ＆グッズ  

              ライフスタイル  

ネリオ アレッサンドリ 創業者兼会長 テクノジム          イタリア RC-Retail。 11-11- 

              コンシューマー  

              グッズ＆グッズ  

              ライフスタイル  

アンドレア オルセル 最高経営責任者 ウニクレジット          イタリア BK-バンキング 01-12- 

              キャピタルマー

ケッツ 

 

ピエール・

カルロ 

パドアン 取締役会長 ウニクレジット          イタリア BK-バンキング 01-12- 

  取締役            キャピタルマー

ケッツ 

 

マテオ ラテラ ゼネラルマネージャー ユニポール・グルッポ
（Unipol Gruppo 

         イタリア IS-インシュア
ランス 

06-12- 

              資産  

              マネジメント  

アーノルド プエッシュペイ 社長 世界の農民の会          イタリア アグリカルチャ

ー 

02-12- 

 ダリサック  組織             

リチャード フォルサム 共同創設者兼 アドバンテッジパート

ナーズ 

         日本 PI-プライベート 21-09- 

  代表パートナー            投資家情報  

信義 坂尻 海外リエゾン 朝日新聞          日本 ME-Mediaです
。 

31-10- 

  チーフ、シニアスタッフラ

イター 

           エンターテイン

メント 

 

              とスポーツ  

タカシ 日比野 取締役会長 大和証券          日本 BK-バンキング 21-09- 

   グループ           キャピタルマー

ケッツ 

 

ケイコ 田代 副社長 大和証券          日本 BK-バンキング 28-09- 

  コーポレート・エグゼクテ

ィブ 

グループ           キャピタルマー

ケッツ 

 

  の役員・メンバー              

  役員会              

春彦 平手 取締役副社長 株式会社電通グループ          日本 ME-Mediaです
。 

10-11- 

  兼チーフ・コーポレート・            エンターテイン  



ディレクター メント 

  総務担当            とスポーツ  

ヒロシ 五十嵐 代表取締役社長 株式会社電通グループ          日本 ME-Mediaです
。 

10-11- 

  社長兼最高経営責任者            エンターテイン

メント 

 

  執行役員            とスポーツ  

やすし 木下 会長 開発銀行          日本 BK-バンキング 12-08- 

   日本政策投資銀行           キャピタルマー

ケッツ 

 

まさお 増田 常務執行役員 開発銀行          日本 BK-バンキング 15-08- 

  役員 日本政策投資銀行           キャピタルマー

ケッツ 

 

エツロー 江崎 社長 江崎グリコ          日本 FB-アグリカル

チャー 

07-11- 

              食品と  

              飲料  

久美子 瀬戸 コントリビューティング・

エディター 

フォーブス          日本  04-11- 

ヒデノリ 古田 代表取締役社長 富士通          日本 IT-情報 19-10- 

  最高執行責任者            技術紹介  

タカヒト 時田 最高経営責任者 富士通          日本 IT-情報 19-10- 

  とチーフ・デジタル            技術紹介  

  トランスフォーメーション
オフィサー 

             



名前（ファーストネーム 姓 役職名 組織名 電子メール 国名 業種 

登録

日 

 

ヨシト 堀 創業者兼社長。 グロービス       日本 PS-Professional

（プロフェッシ

ョナル 

16-09- 

  グロービス・ユニバーシ

ティ 

        サービス内容  

  ファウンディング・パート

ナー。 

          

  グロービス・キャピタル

・パートナーズ 

          

  会長兼最高経営責任者           

  執行役員           

テジュン しん 創業者兼社長 五條商会       日本  16-11- 

  執行役員           

高明 広津 代表取締役社長兼CEO 広津バイオサイエンス       日本 HE-Global（ヘ

グローバル 

18-11- 

           健康・美容  

           ヘルスケア  

ロリーナ デラゴバンナ 副社長兼チーフ 日立       日本 IT-情報 08-11- 

  サステナビリティ・オフィ

サー。 

        技術紹介  

  チーフ ダイバーシティ、

エクイティ、および 

          

  インクルージョン担当           

アリスター ドーマー 会長（欧州 日立       日本 IT-情報 01-12- 

           技術紹介  

利明 東原 代表取締役会長 日立       日本 IT-情報 08-11- 

           技術紹介  

ケイジ 小島 社長兼最高経営責任者 日立       日本 IT-情報 08-11- 

  執行役員         技術紹介  

利明 徳永 代表取締役社長 日立       日本 IT-情報 08-11- 

  執行役員副社長         技術紹介  

  代表取締役社長 兼 執行役

員 

          

  役員           

しょうけい 松本 創業者、僧侶 インタービーイング       日本  17-11- 

重藤 橋山 エグゼクティブ・マネージ

ング 

日本銀行       日本 BK-バンキング 13-10- 

  取締役 インターナショナル        キャピタルマー

ケッツ 

 

   協力（JBIC）          

信光 林 ガバナー 日本銀行       日本 BK-バンキング 04-10- 

   インターナショナル        キャピタルマー

ケッツ 

 

   協力（JBIC）          

信彦 佐々木 会長兼最高経営責任者 日本の対外貿易       日本 IN-Institutional（

インスティテュ

ーショナル 

14-11- 

  執行役員 組織図          

   (ジェトロ)          

ユキオ 可児 コーポレート・バイスプレ

ジデント。 

JERA       日本 EU-エネルギー 17-10- 

  常務執行役員         ユーティリティ  

  オフィサー、ビジネス           

  開発           

俊弘 佐野 会長 JERA       日本 EU-エネルギー 12-08- 

           ユーティリティ  

耕平 伊藤 社長 慶應義塾大学       日本 大学・研究機関 21-10- 

           学校  

平蔵 竹中 名誉教授 慶應義塾大学       日本 大学・研究機関 05-12- 

           学校  

哲司 アイダ シニアスタッフライター兼 共同通信社       日本 ME-Mediaです

。 

28-10- 

  エディトリアルライター         エンターテイン

メント 

 

           とスポーツ  

定信 竹増 社長兼最高経営責任者 ローソン       日本 RC-Retail。 26-09- 

  執行役員。         コンシューマー  

  代表取締役社長         グッズ＆グッズ  

  と会長         ライフスタイル  

  ボード           

ヤステル 平井 取締役副社長 三菱       日本 ET-エナジー 11-11- 

  社長         技術情報  

俊一 宮永 取締役会長 三菱重工       日本 EC-エンジニア
リング 

11-11- 

   産業分野        建設  

健一 堀 社長兼最高経営責任者 三井物産株式会社       日本 OG-オイル＆ガ

ス 

03-09- 

  執行役員           

由美 山口 常務執行役員、副社長 三井物産株式会社       日本 OG-オイル＆ガ

ス 

31-10- 

  チーフ・ストラテジー・オ

フィサー。 

          

  デピュティ・チーフ・デジ

タル 

          



  情報担当者           

昭夫 平原 専務取締役 三井化学       日本 CH-ケミカル 10-11- 

  執行役員           

たけし 橋本 社長兼最高経営責任者 商船三井       日本 SCT-Supply 02-11- 

  執行役員         チェーン  

           交通機関  

東信 篠田 専務取締役 商船三井       日本 SCT-Supply 04-11- 

  執行役員         チェーン  

           交通機関  

まさひろ 木原 社長兼グループ みずほフィナンシャル

グループ 

      日本 BK-バンキング 14-09- 

  最高経営責任者 グループ        キャピタルマー

ケッツ 

 

ヒデカツ 取る グローバル・コーポレート

部門長 

みずほフィナンシャル

グループ 

      日本 BK-バンキング 21-09- 

  会社概要 グループ        キャピタルマー

ケッツ 

 

宏典 亀沢 社長兼グループ MUFG（三菱       日本 BK-バンキング 20-10- 

  最高経営責任者 UFJフィナンシャルグ

ループ) 

       キャピタルマー

ケッツ 

 

フミタカ 中浜 常務執行役員 MUFG銀行       日本 BK-バンキング 19-10- 

  オフィサー、チーフ・エグ

ゼクティブ。 

        キャピタルマー

ケッツ 

 

  グローバル・コーポレート

・アンド 

          

  インベストメントバンキン
グ 

          



名前（ファーストネーム 姓 役職名 組織名 電子メール 国名 業種 

登録
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孝之 森田 社長、チーフ エヌイーシー      日本 IT-情報 24-08- 

  執行役員兼        技術紹介  

  代表取締役社長          

俊文 吉崎 取締役副社長 エヌイーシー      日本 IT-情報 30-09- 

          技術紹介  

ケンジ 河野 チーフコメンテーター。 NHK（日本      日本 ME-Mediaです

。 

17-11- 

  エグゼクティブディレクタ

ー。 

放送局)       エンターテイン

メント 

 

  コメンテーターズビューロ

ー 

       とスポーツ  

大輔 荒川 常務取締役 日経      日本 ME-Mediaです

。 

07-11- 

          エンターテイン

メント 

 

          とスポーツ  

ヒロユキ 西村 コメンテーターと 日経      日本 ME-Mediaです

。 

14-11- 

  編集部員        エンターテイン

メント 

 

  ボード        とスポーツ  

健太郎 奥田 社長兼グループ 野村ホールディングス      日本 BK-バンキング 11-11- 

  最高経営責任者        キャピタルマー

ケッツ 

 

クリストフ

ァー 

ウィルコック

ス 

執行役員、部長 野村ホールディングス      日本 BK-バンキング 04-11- 

  卸売        キャピタルマー

ケッツ 

 

英明 原田 上級副社長 パナソニックコネク
ト 

     日本 AM-Advanced（
アドバンスト 

11-11- 

  社長、チーフストラテジー        製造  

  役員          

安行 樋口 最高経営責任者 パナソニックコネク
ト 

     日本 AM-Advanced（
アドバンスト 

11-11- 

          製造  

久行 イデコバ 社長、チーフ リクルートホールディ

ングス 

     日本 ME-Mediaです

。 

20-10- 

  執行役員兼        エンターテイン

メント 

 

  代表取締役社長        とスポーツ  

  役員会          

秀和 松本 代表取締役社長 SGホールディングス      日本 SCT-Supply 01-11- 

          チェーン  

          交通機関  

ミキオ 奥村 社長兼 損保ホールディング

ス 

     日本 IS-インシュア

ランス 

11-10- 

  代表取締役社長        資産  

  役員        マネジメント  

ケンゴ 櫻田 取締役会長兼社長 損保ホールディング

ス 

     日本 IS-インシュア

ランス 

03-09- 

  代表取締役社長        資産  

  役員        マネジメント  

四郎 神部 上級副社長 ソニーグループ      日本 ME-Mediaです

。 

27-10- 

  コーポレート・プレジデン

ト 

       エンターテイン

メント 

 

  執行役員        とスポーツ  

弘明 北野 上級副社長 ソニーグループ      日本 ME-Mediaです

。 

27-10- 

  社長兼最高経営責任者        エンターテイン

メント 

 

  技術担当        とスポーツ  

廣木 トトキ 執行役員副社長 ソニーグループ      日本 ME-Mediaです

。 

02-11- 

  社長兼最高経営責任者        エンターテイン

メント 

 

  財務担当役員        とスポーツ  

健一郎 吉田 会長、社長兼CEO ソニーグループ      日本 ME-Mediaです

。 

02-11- 

  最高経営責任者（CEO）。        エンターテイン

メント 

 

  代表的な企業        とスポーツ  

  執行役員          

ヒロカズ 東野 取締役常務執行役員 住友      日本 EC-エンジニア

リング 

25-11- 

  執行役員        建設  

雅之 兵頭 代表取締役社長 住友      日本 EC-エンジニア

リング 

22-08- 

  社長兼最高経営責任者        建設  

  執行役員          

アキヒロ 福留 専務取締役 三井住友      日本 BK-バンキング 31-10- 

  執行役員、Co-. バンキング       キャピタルマー

ケッツ 

 

  グローバルバンキング部門

長 

         



  単位          

まこと 高島 社長兼最高経営責任者 三井住友      日本 BK-バンキング 02-11- 

  執行役員 バンキング       キャピタルマー

ケッツ 

 

正明 藤原 チーフ・サステナビリティ サントリーホールディ
ングス 

     日本 FB-アグリカル
チャー 

07-12- 

  最高執行責任者（COO        食品と  

  サステナビリティ担当執行

役員 

       飲料  

  マネジメント部門          

ヒロシ 宮森 執行役員・事業部長 サントリーホールディ
ングス 

     日本 FB-アグリカル
チャー 

04-11- 

  最高執行責任者（COO）。        食品と  

  グローバル事業        飲料  

  開発          

タク 新浪 最高経営責任者 サントリーホールディ

ングス 

     日本 FB-アグリカル

チャー 

02-11- 

          食品と  

          飲料  

まき子 小野 常務執行役員 サントリーホールディ

ングス 

     日本 FB-アグリカル

チャー 

03-11- 

  オフィサー、チーフ        食品と  

  サステナビリティオフィサ

ー 

       飲料  

吉本 須田 専務取締役 サントリーホールディ
ングス 

     日本 FB-アグリカル
チャー 

03-11- 

  サントリー株式会社 執行役

員 

       食品と  

  飲料・食品        飲料  

貴子 大藪 チーフ・グローバル・コー

ポレート 

武田      日本 HE-Global（ヘ

グローバル 

27-10- 

  総務・サステナビリティ 医薬       健康・美容  

  役員        ヘルスケア  
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登録
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クリストフ ウェバー社長兼最

高経営責任者 

武田薬品工業 日本 HE-グロー

バルヘル

ス＆ヘル

スケア 

26-10- 

ツヨシ 永野 取締役会長 東京海上 日本 IS-インシュア

ランス＆アセ

ットマネジメ

ント

12-08- 

ギル プラット主席 研究員、エグゼクティブ

フェロー、豊田研究所最

高責任者 

トヨタ自動車 日本 AU自動車 11-11- 

晋作 豊島司司会・進行 

デジタルエディター 

テレビ東京 JapanME-

Mediaです。 

エンターテイ

ンメントとス

ポーツ 

21-11- 

辰也 林 パートナーユニゾン・キャピタル 川崎 辰男

川崎 共同創業者兼パートナー ユニゾン・キャピ

タル輝夫 藤井 代表取締役社長 東京大学 

日本 PI-個人投

資家 

日本 PI-個人投

資家 

日本 大学・学校 

12-08- 

12-08- 

02-11-

直子 石井直子 グローバルコモンズセン

ター所長 

東京大学 日本 大学・学部 

学校 

19-10- 

牧子 江田 日本代表取締役社長 世界経済フォー

ラム 

日本 20-11-

長谷川 裕貴 長谷川東北本部長 

総本部 

マゼン・S. ダルワゼ 取締役副会長 

中東・北アフリカ地域担

当プレジデント 

読売新聞 

ヒグマファーマ

シューティカル

ズ 

日本 ME-メディア

、エンターテ

インメント、

スポーツ

ヨルダン HE-グロー

バルヘル

ス＆ヘル

スケア 

12-10- 

30-09- 

モハマド・アル・ イシス 財務大臣財務省 

ヨルダンの 

ヨルダン 30-11- 

アイマン・アル・サファディ副首相

と外務・外国人担当大臣

。 

ゼイナ Toukan 企画・国際協力大臣 

ヨルダン外務・駐在

員省 

ヨルダン計画・国際

協力省 

ヨルダン 30-11- 

ヨルダン 30-11- 

カイラート ケリンベトフ 総裁 アスタナ国際金融

センター

カザフスタンBK-Banking &

キャピタルマー

ケッツ 

05-12- 

パトリック ニョロゲ ケニア 中央銀行総裁 ケニア 30-11-

ラリー マドウォ CNN インターナショナル ケニア特派員 ME-メディア

、エンターテ

インメント、

スポーツ

14-11-

ワイラ Njiruファウンダー兼エ

グゼクティブディレク

ター 

フード・フォー・エデュケーション ケニア FB-アグリカル

チャー

フード＆ビバ

レッジ 

16-11- 

ファトゥマ

・アブドゥ

ルカディー

ル 

アダン 創業者兼エグゼクティ

ブディレクター 

ホーン・オブ・

アフリカ開発イ

ニシアティブ - 

HODI 

ケニア 01-12- 
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