
～メンバー募集のご案内～ 

開催期間：2021 年 6 月～2022 年 3 月の期間にて毎月下記日程：13:00～17:00 にて開催。全 10 回例会。 
 

 
 
 
 
●第 1 回例会 

６月 18 日（金） 13:00～17:00 於：東京（四谷）主婦会館 プラザエフ＆オンライン 
＜全体会＞ 13:00～14:30 
     『東南アジアで進むサプライチェーンの変容』 

         －米中対立に伴う生産シフト、コロナ禍を受けたレジリエンス強化－（仮題） 
 
〈ゲスト〉株式会社 三井物産戦略研究所 

国際情報部 アジア・中国・大洋州室 主任研究員 福岡 侑希 氏 
＜オリエンテーション＞14:４0～15:10 
＜情報交換・仮分科会＞15:20～17:00 
 

※第１回例会は、正式参加ご検討のための「体験参加」制度（無料）をご利用いただくことが可能です。 

（要：事前予約） 詳細は担当までご連絡ください。 
 

 
 
●第 2 回例会 

7 月 9 日（金）                         於：東京都内会場＆オンラインを予定 
＜全体会＞13:00～14:30 

『グローバル視点で考察する企業の調達領域の変化と課題』 (仮題) 
 
〈ゲスト〉デロイト トーマツ コンサルティング合同会社《ご人選中》 
＜分科会＞14:40～17:00 

 
 
●第 3 回例会 

8 月 6 日（金）                         於：東京都内会場＆オンラインを予定 
＜全体会＞13:00～14:30 

『持続可能な原材料調達への取り組み』 

         ～パーム油調達・SCM の課題・RSPO 認証をケースに～（仮題）  
 〈ゲスト〉WWF ジャパン 森林グループ 南 明紀子 氏 
＜分科会＞14:40～17:00 

 
 
●第 4 回例会 

9 月 10 日（金）                        於：東京都内会場＆オンラインを予定 
＜全体会＞13:00～14:30 

『BPO による間接材購買業務改革の可能性と課題』（仮題）  
〈ゲスト〉日本アイ・ビー・エム株式会社 

グローバル・ビジネス・サービス事業部 コグニティブ・ビジネス・プロセス・サービス事業部 
購買トランスフォーメーション部門リーダー 山﨑 周一 氏 

＜分科会＞14:40～17:00 

 
 
 
●第 5 回例会 

10 月 8 日（金）                        於：東京都内会場＆オンラインを予定 
＜全体会＞13:00～14:30 

『M&A/PMI における調達部門の課題』（仮題） 
 
〈ゲスト〉株式会社 ＮＴＴデータ経営研究所 
      企業戦略事業本部 M&A グループ パートナー 人見 健 氏 

＜分科会＞14:40～17:00 

●第 6 回例会 11 月 12 日（金） 全体会＆分科会 
●第 7 回例会 12 月 10 日（金） 全体会＆分科会 
 2022 年 
●第８回例会 1 月 14 日（金） 全体会＆分科会 
●第９回例会 2 月 18 日（金） 全体会＆分科会  
●第 10 回例会 3 月 18 日（金） 分科会活動共有例会  



 
例会の構成 

本フォーラムは、4 時間（13 時～17 時）内の前半講演（13:00～14:30）、後半分科会・グループ対話（14:40～17:00） 
の構成となります。 

  
【気づきを得るための講演（13:00～14:30）】 

前半の講演では、世間で注目されているトピックなどについて講演をしていただき、新しい気づき、参加者 
の視野を広げるテーマを取り扱っております。 

 
【実務的な課題を解決する分科会（14:40～17:00）】 

後半の分科会（グループディスカッション）では、6 人～10 人程度のグループに分かれて、参加メンバーの 
課題を出し合い、お互いにその課題を解決するべく知恵を出し合います。 

 
 

分科会での研究交流テーマ案 

※下記分科会編成予定の主要基本分野からご関心のある『3 分野』のご選択と希望する交流・討議テーマをアンケ
ートフォームへのご記入をいただき、ご参加者の「共通希望分野・論点」を踏まえて編成します。 

 

                     A: グローバル調達 

                        B: 開発購買（B to B 企業） 

                        C: 開発購買（B to C 企業） 

                        D: 間接材購買 

                        E: 調達スキル向上 

                        F: グローバル調達企画 

                        G: 調達管理 

                        H: 物流 

                        I： サステナビリティと調達 

                        J： リスクマネジメント 

                        K: DX(デジタルトランスフォーメーション)と調達 

 
運営の基本理念 

本フォーラムの参加メンバーは、ギブ・アンド・テイクをモットーとし、また守秘義務を遵守しながら、 
主体的に研究活動の成果向上に努める。 

 
守秘義務の遵守 

当フォーラムでの全体会・分科会・懇談会での内容、その他一切をメンバー外秘として取り扱うことを 
全員で徹底する。 

 
実務家が企画・運営を主導する体制 

本フォーラムは、研究テーマの企画・運営に関して「実務家主導」にこだわりを持っております。 
日々の調達・購買業務携わる実務家の方々が主導することにより、より実務課題の解決に直結した議論を 
展開することができます。また、実務家同士で同じ悩みを抱えているケースも多く、企業の規模や役職に 
とらわれずに本音の議論ができます。 

 
 



 
第 28 期 幹事／研究協力委員体制 ※順不同 所属・役職は 2021 年 4 月時点・敬称略 

【運営幹事】 ～実務家の視点からフォーラム分科会運営のご支援をいただきます～ 
・株式会社 LIXIL  LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 調達企画・管理部 部長 土岐 壮史 
・河西工業株式会社 理事 調達グループ担当 下原 敬 

  
【研究協力委員】 ～豊富な調達・物流経験から培われた専門知識を軸に全体会・分科会のご支援をいただきます～ 

・サントリーMONOZUKURI エキスパート株式会社 ＳＣＭ本部 原料部 専任部長 阪本 章博 
・US Farathane Asia Pacific 日本駐在代表 太田 修一 

      （元:ヤマハ㈱ 資材・物流部長・現：㈱マテリアルグループ 顧問 貿易・契約担当） 
・株式会社 LIXIL LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 資材購買部 部長 瓦間 敬一 

 
ご参考：先期（第 27 期）参加企業 ～本社・事業部の資材購買・調達部門の部・課長及びスタッフの方々～ ※順不同 

・バンドー化学株式会社 執行役員 ものづくりセンター 副センター長 
・株式会社 LIXIL LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 調達企画・管理部 部長 
・河西工業株式会社 理事 調達グループ 
・サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート㈱ SCM 本部 原料部 専任部長 
・US Farathane Asia Pacific 日本駐在代表 
・株式会社 LIXIL  LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 資材購買部 部長 
・古野電気株式会社 舶用機器事業部 三木工場 資材部 調達企画課 第 1 係 
・株式会社 セガ 調達部 課長 
・富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 購買エンジニアリング部 設備グループ ラインリーダー 
・富士フイルムビジネスエキスパート㈱ 購買エンジニアリング部 ｻｰﾋﾞｽ購買ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｲﾝﾘｰﾀﾞｰ 
・鈴与株式会社 営業推進室 営業推進役 
・株式会社 LIXIL LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 資材購買部 技術購買 G GL 
・株式会社 LIXIL LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 購買統括部 資材購買部 エクステリア G 

・株式会社 LIXIL 物流・購買統括部 間接購買部 企画・改善 G GL 
・株式会社 JT ビジネスコム 調達グループ ダイレクター 
・バンドー化学株式会社 ものづくりセンター 調達部 
・大正製薬株式会社 資材部 主任 
・日東電工株式会社 調達統括部 戦略調達部 戦略ソーシング課 
・日東電工株式会社 調達統括部 第 2 調達部 原材料調達３課 

・ダイキン工業株式会社 堺製作所 グローバル調達本部 調達戦略室 課長 
・花王株式会社 購買部門 間接材戦略ソーシング部 ユーティリティサービス担当 
・富士フイルムホールディングス株式会社 調達&機器生産部 

・株式会社 中村屋 購買部 部長 
・株式会社 中村屋 SCM 部 購買課 課長 
・ダイキン工業株式会社 総務部 間接材購買グループ 担当課長 
・東京電力ホールディングス（株）稼ぐ力創造ﾕﾆｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 調達改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 

・株式会社 ニチレイフーズ 素材調達部 素材調達グループ 
・株式会社 ニチレイフーズ 素材調達部 素材調達グループ 
・河西工業株式会社 サプライヤー管理部 サプライヤー管理課 PT 職 
・河西工業株式会社 調達グループ 調達戦略課 課長 
・古河電気工業株式会社 ものづくり改革本部 資材部 資材課 
・日本ガイシ株式会社 資材部資購買 G ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・東京電力ホールディングス株式会社 廃炉資材調達センター 調達企画・改革グループ 

 
 



 
オンラインツールの併用につきまして 

本フォーラムは会場での開催を基本と致しますが、安全方針・感染防止施策による『出張制限』やその他規制 
により会場へのご参加が難しい方を対象にオンラインでの配信を併用致します。 

●オンライン配信は、講師の了解が得られる場合のみとなります。 
●オンライン・会場参加によりご参加費用に変更はございません。 
●オンラインツールは『Zoom』を使用することを原則と致します。  

 
オンラインツールご利用に際しての留意事項 

●受講に際して送付された URL のみをご利用下さい。  
●受講用の URL、ID、パスワードの転送等には十分ご留意下さい。  
●受講に際してはご参加各位の属する企業・事業体規約の順守・承諾及びご自身の責任でのご利用をお願い 

致します。 
 

申込方法 

下記のお申込み URL から必要事項をご記入の上、お申し込みください。折り返し例会案内ならびにご参加費 
請求書を送信いたします。 

●第 28 期ご案内 URL➡ https://www.bri.or.jp/tyoutatu/ 
お申込み URL➡ https://form.bri.or.jp/public/application/add/14235 

 
または下記担当者：早瀬宛：hayakan@bri.or.jp に下記①～⑦の項目をメールにてご連絡ください。 

➀貴社名      ②ご所属・お役職    ③お名前     ④〒/会社所在地   ⑤電話番号 

⑥メールアドレス    ⑦「正式参加」または「体験参加」のご意向 

●お申し込みの後、第１回例会のご案内をメールにて返信・ご案内いたします。 
 

ご参加費：1 名様《事業コード：210186》 
 

■正会員： 231,000 円（本体：210,000 円） ■一 般： 269,500 円（本体：245,000 円） 
 
●お支払い時期や分割払いなど、ご希望がございましたら下記担当にお気軽にご相談ください。 
●お申込みをいただいた方（含む体験参加の方）には、第 1 回例会のご案内と分科会編成用「アンケート 

フォーム」をメール送信いたします。ご記入後の返信をお願いいたします。 
 

運営担当 
一般社団法人 企業研究会 第３事業グループ 早瀬 寛代生 

hayakan@bri.or.jp 早瀬携帯電話: 080-1393-5598 
◆携帯が留守電の際は、伝言をお残しいただければ折り返します◆  

住所 : 〒110-0015 台東区東上野１丁目１３－７ ハナブサビル 
電話番号 : 03-5834-3920（代表） https://www.bri.or.jp 
 
 
 

 


