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第30期 
新 規メンバー募集

■第 1回例会　　　2018 年 2月 7日㈬　13：30～ 18：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 3回例会　　　2018 年 4月 4日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 2回例会　　　《合宿研究会》2018 年 3月 9日㈮・10日㈯ 宿泊先：御殿場高原ホテル（静岡・御殿場市）

【基調講演】『日産自動車におけるデジタル戦略』
 ～ビジネス価値創造への Global IS/IT の挑戦～

日産自動車㈱　グローバル情報システム本部　理事　本部長　能丸　実 氏

㈱ＦＦＲＩ　代表取締役社長　鵜飼　裕司 氏

【ゲスト講演】『近年の標的型攻撃や無差別型攻撃をどう防ぐか』

日産自動車入社後、生産技術開発部門にて、新しい自動化設備の開発と導入に従事。情報システム部門へ異動し
たのち、システム開発、運用、企画統括の担当を経て、現在 理事としてグローバルIS/IT戦略立案と実行をグロー
バルにリードしている。ビジネスに価値をもたらす“攻めのIS/IT”を目指し、日々新たな挑戦に取組んでいる。

到来するデジタル化時代において経営サイドからのIT部門への期待は、今まで以上に高まっています。その期待と信頼に応
え、IT部門がリーダーシップをとるために必要なものとは何でしょうか。その現実的な課題や問題点を踏まえながら今後の方
向性についてお話します。

～ＩＴ部門のリーダーシップで企業変革を推進するために～～ＩＴ部門のリーダーシップで企業変革を推進するために～
～攻めのＩＴ部門に求められる新しい役割／あるべき姿とは～～攻めのＩＴ部門に求められる新しい役割／あるべき姿とは～
～ＩＴ部門のリーダーシップで企業変革を推進するために～
～攻めのＩＴ部門に求められる新しい役割／あるべき姿とは～

グループディスカッション

グループディスカッション

オリエンテーション メンバー相互の交流会

Ⅰ. グループ討議『経営に貢献する“これからのＩＴ部門の役割と戦略”』 
 ～ IT 部門のリーダーシップから企業変革を実現するために～

Ⅱ. メンバー発表①『日立システムズにおけるデジタル技術を活用した新規事業開発の取り組み』
 ㈱日立システムズ　研究開発本部事業主管　山口　宏司 氏

Ⅲ. メンバー発表②『デジタル化時代に IT 部門が飛躍するために必要なこと』 
 TERRANET　代表　寺嶋 一郎 氏

2007年7月、セキュリティコア技術に関する研究、コンサルティングサービス、セキュリティ関連プロダクト
の開発・販売を主事業とする株式会社ＦＦＲＩを設立。 また、独立行政法人情報処理推進機構の研究員を兼
務(非常勤)し、コンピュータセキュリティをとりまく脅威の分析・対策立案のための活動に取り組む。 経済産
業省「セキュリティ人材確保に関する研究会」、総務省「IoTセキュリティワーキンググループ」など多数の政府
関連プロジェクトの委員、オブザーバーを歴任。世界最大級の情報セキュリティ・カンファレンスである
「BlackHat」のContent Review Board Member（論文審査員）。

※第１回例会は、正式入会をご検討中の方に雰囲気をご覧頂くお試し（体験）参加が可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。（要事前予約）
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運 営 要 領

第30期　運営体制

「これからの経営情報システムを考える会」3つの特色

▶運営幹事   ※メンバーを代表して会合の企画・運営にご協力をいただく方々 ※順不同

▶アドバイザー   ※本会合の活動に対し、適宜アドバイス・サポートを頂きます。

※12月1日現在　異動等の理由により、増員や変更の可能性がございます。予めご了承ください。

対　　象

開催期間

会　　場

日　　時

運営方法

そ の 他

サンデンホールディングス㈱ 執行役員 IT 本部長 辻　　裕里 氏
インフォテック㈱ 営業グループリーダ 田中　成和 氏
㈱ i.JTB 執行役員経営企画本部システム企画部長 田村　直樹 氏
積水化学工業㈱ コーポレート　情報システムグループ長 原　　和哉 氏
ロート製薬㈱ 情報システム部長 岸本　　満 氏
出光興産㈱ 情報システム部技術戦略統括マネジャー 永井　裕行 氏
㈱カネカ 業務改革部情報システム改革室長 矢吹　哲朗 氏

・情報システム部門・ＩＴ企画戦略部門のリーダー、マネージャー
・経営企画部門のＩＴ担当リーダー、マネージャー
・ＩＴによる業務革新プロジェクト等ご担当のリーダー、マネージャー

2018 年 2月～12月（全１１会合）

東京都内会議室

年間プログラムの日程にて開催　13：30～17：00を原則
※都合により、日程・時間を変更する場合があります。
※毎会合の詳細は事前にメールでご案内致します。

原則として、前半のゲスト講演、後半のグループディスカッションのプログラムで行ないます。

◆ゲスト講演･･･ＩＴ先進企業の第一線の実務家等をお招きし、自社での取り組みや成果・問題点について
　　　　　　　　お話を伺います。その後、質疑・意見交換を通じて双方向のコミュニケーションを図ります。
◆グループディスカッション･･･ゲスト講演を踏まえて8 名程度のグループに分かれ各社の課題への取り組み等について相互に
 意見交換を行います。ホンネの議論の中から、新たなアイデア・次の展開へのヒントを探ります。
※3月・10月の合宿研究会として実施します。

参加メンバーはギブ・アンド・テイクをモットーに主体的に研究討議に参加し、
その成果はメンバー間で共有するものとします。

TERRANET 代表（元 積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長） 寺嶋　一郎 氏

■1. IT 先進企業のゲスト講演
IT ガバナンス、情報セキュリティなど各分野における IT 活用先進企業の責任者を
毎月ゲストスピーカーとしてお招きし、取り組みの実際や成果と課題などについて
ご紹介頂きます。

■ 2. メンバー主体の情報交換
ゲスト講演のあと少人数のグループによる情報交換の時間を設けています。相互に
IT 戦略や業務改革についてホンネの情報を交換しあい、課題解決のポイントを探っ
ていきます。

■ 3. 1社 2名様まで参加可能
ゲスト講演は IT 経営革新から最新技術動向まで、幅広いテーマから選んで企画し
ておりますので、例会ごとに登録メンバーの他にテーマにご関心のある方を1名ご
同伴頂けます。



■今期（第30期）の年間プログラム

・攻めのIT部門に求められる新しい役割／あるべき姿　

・情報システムコスト削減策及び事例

・各社IT戦略の内容、策定方法、経営戦略との
 すり合わせについて

・IT組織再編と情報子会社戦略

・クラウド活用事例
 （クラウドの効果やリスクへの対応について）

・グローバル経営を支えるIT基盤について
 （求められる姿と事例）

・情報セキュリティ対策について

・情報システム部門における人材育成への取り組み

・IT開発プロジェクトを効率的に適正な価格で進める
 ポイントについて

・ITを活用した働き方改革支援について

・人工知能（AI）やＩｏＴ活用等、最新技術動向と
 その他トピックス

※上記スケジュールは講師都合等により変更の可能性がございます。予めご了承ください。

■第 4回例会　　　2018 年 4月 18日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 5回例会　　　2018 年 5月 16日㈬　13：30～ 17：00 会場：カルビー㈱本社オフィス（東京・丸の内）

以降の例会では下記のようなテーマに基づき、毎月のプログラムを進めていきます。

ーー各テーマは基本的にメンバーのご要望や問題意識をもとに設定していきます。ーー

【メンバー発表】『クラウド推進は IT の戦略的活用のため』（仮題）
 ～カネカにおける業務改革部情報システム改革室の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組みについて～

㈱カネカ　業務改革部情報システム改革室長　矢吹　哲朗 氏グループディスカッション

カルビー㈱　情報システム本部　情報システム部システム企画課長　田中　良 氏

【現地講演】『カルビーにおける情報システム部の取り組み』
 ～ERP刷新によるアドオン98％削減と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員生産性向上の取組み～

グループディスカッション

第 6回例会
6月 20日㈬

第 7回例会
7月 4日㈬

第 8回例会
9月 12日㈬

第 10回例会
11月 7日㈬

第 11回例会
12月 5日㈬

第 9回例会
10月 19日㈮
・20日㈯
合宿研究会



前期（第29期）の活動内容

※お役職はご講演当時のものです。

『日東電工におけるトランスフォーメーション』
　  ～世界で信頼されて継続的に成長する企業を目指して～第1回例会

第3回例会

第4回例会

第5回例会

第6回例会

第7回例会

第8回例会

第9回例会

第10回例会

第11回例会

第2回例会
合宿研究会

合宿研究会

内　容開催日
基調講演

『情報システム部門におけるこれからの役割と重点課題』グループ討議

『高度ＩＴ人材に求められる能力の考察』メンバー発表①

日東電工㈱　専務執行役員CIO 経営インフラ統括部門長　表　利彦 氏

『サービス業におけるビッグデータの活用』
　  ～サービス工学による労働生産性の向上～

ゲスト講演

がんこフードサービス㈱　取締役副社長　新村　猛 氏

『ワークスタイル変革の事例』
　  ～働き方改革とそれを支える制度と IT について～

メンバー発表

㈱サーバーワークス　顧問　古川　尚良 氏

『ANAグループにおけるCSIRTの役割』
　  ～経営者が期待するCSIRT を最小限の自社要員で実現するには～

ゲスト講演

ANAシステムズ㈱　品質・セキュリティ監理室　エグゼクティブマネージャー　阿部　恭一 氏

『企業の IT 部門はデジタル・ラボに変わる』
　  ～東急ハンズの事例から学ぶ情報システム部門が生き残るヒント～

ゲスト講演

㈱東急ハンズ　執行役員　オムニチャネル推進部長　兼
ハンズラボ㈱　代表取締役社長　長谷川　秀樹 氏

『イトーキ東京イノベーションセンターＳＹＮＱＡ』見  学  会

『イトーキにおける情報システム部の活動』現地講演

㈱イトーキ　業務管理統括部　情報システム部長　遠山　浩司 氏

『ナブテスコ㈱　神戸工場』工場見学

『ナブテスコにおける情報システム部の活動概要』現地講演

ナブテスコ㈱　企画本部情報システム部企画グループ参事　冨永　尚志 氏

『変革せよ！ＩＴ部門』～デジタル化の時代に勝つために～ゲスト講演

ガートナージャパン㈱　エグゼクティブプログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　
グループバイスプレジデント　エグゼクティブパートナー　長谷島　眞時 氏

インフォテック㈱　営業グループリーダ　田中　成和 氏

『小林製薬の IT 部課題』メンバー発表① 小林製薬㈱　IT 部長　大坪　吟 氏

『“情報システム部門”構築記』
　  ～情報システム部門を発足した2014 年から
　　　　　　　　　　　　3年でどうやって現代風の部門に育て上げたのか～

メンバー発表②

㈱アーレスティ　取締役　常務執行役員　高橋　新一 氏

『デジタル化時代を迎えた日本企業のＩＴ部門の進むべき道とは？』メンバー発表②

ＴＥＲＲＡＮＥＴ　代表　寺嶋　一郎 氏

『新しい価値やサービス創出のためのサイバー空間利用の“落とし穴』ゲスト講演

㈱サイバーディフェンス研究所　専務理事　上級分析官　名和　利男 氏

『社内コミュニケーションのトレンド報告』メンバー発表

積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長　原　和哉 氏

第1回例会第1回例会

第3回例会

第4回例会

第5回例会

第6回例会

第7回例会

第8回例会

第9回例会

第10回例会

第11回例会

第2回例会



サンデンホールディングス㈱　執行役員ＩＴ本部長　辻　裕里 氏　＜第 30 期運営幹事＞

■  第 29期「これからの経営情報システムを考える会」　主登録メンバー

サンデンホールディングス㈱

インフォテック㈱

㈱i.JTB

ロート製薬㈱

積水化学工業㈱

出光興産㈱

㈱カネカ

TERRANET　

㈱i.JTB

㈱アーレスティ

㈱インテージテクノスフィア

㈱インテック

宇部興産㈱

ＮＯＫ㈱

カルビー㈱

川崎重工業㈱

キッセイ薬品工業㈱

㈱公文教育研究会

小林製薬㈱

㈱サーバーワークス

㈱ジェイティービー

昭和電工㈱

積水化成品工業㈱

㈱ソミック石川

ナブテスコ㈱

㈱ニコン

㈱日清製粉グループ本社

日本ガイシ㈱

㈱ノーリツ

浜松ホトニクス㈱　

日立SC㈱

㈱日立システムズ

HOYAサービス㈱

本田技研工業㈱

持田製薬㈱

㈱良品計画

執行役員IT本部長

営業グループリーダ　

執行役員経営企画本部システム企画部長

情報システム部長

コーポレート　情報システムグループ長

情報システム部技術戦略統括マネジャー

業務改革部情報システム改革室長

代表

ITセキュリティ対策室

ITシステム部　部長

情報システム部グループリーダー

情報システム部　副部長

情報システム部セキュリティ・インフラグループリーダー

ＩＴ本部副本部長

情報システム本部情報システム部システム企画課長

企画本部情報企画部システム企画課　課長

システム企画部 システム企画課　課長

情報システム部長

ＩＴ部長

取締役

経営企画部　IT企画担当部長

情報システム部 マネージャー

経営戦略本部情報システム部　部長

情報システム室長

企画本部情報システム部企画グループ参事

ITソリューション本部エンタープライズシステム部第1システム課長

企画本部情報化推進部長

情報システム部　部長

ＩＴ推進部部長

計数管理部情報管理グループ長代理

ビジネスサポート事業部基幹システム部システム第3グループ主任技師

研究開発本部事業主管

情報システム事業部長

IT本部 システムサービス部 浜松ITサービス課長

情報システム部マネジャー

情報システム担当部長

会社名  所属・役職名 会社名  所属・役職名

活きた話で悩み解決の糸口が見つかる貴重な場

ロート製薬㈱　情報システム部長　岸本　満 氏　＜第 30 期運営幹事＞
課題解決のヒントを得ることができます

出光興産㈱　情報システム部技術戦略統括マネジャー　永井　裕行 氏　＜第 30 期運営幹事＞
実務に直結する有意義な場です

　2002年に当時の上司に連れられて、不安半分で参加してから早１５年目となりました。当時は女性の参加がほとんどありませんで
したが、最近は徐々に増えてきてうれしいです。
　この会の一番の価値は、「本音の話」が出来る事です。毎月の会合では旬なテーマの事例紹介があり、続くグループディスカッショ
ンでは、背景となった経営課題や今まさに起きている問題を聞くことができます。また、定期的に行われている企業見学や合宿研修、
異業種交流もこの会の魅力です。IT課題は同じようでも、手の打ち方は企業によっても様々です。自社の進むべき道を見つけるた
めに、一緒に本音の話をしませんか。

　2010年から参加しています。当時弊社ではサーバ仮想化に取り組み始めた時期でしたが、グループディスカッションを通して技術・
製品の成熟度や運用面の留意事項などメンバー各社から経験に基づいた貴重な知見を得ることが出来、仮想化推進に多いに役立
てることが出来ました。
　この会の魅力は、ゲスト講演等によって先進企業の情報戦略や活用事例などを幅広く学べること、メンバー企業と本音で話をす
ることができ意思決定の一助ともなる有意義な情報を得ることが出来ること、そして月例会に加え合宿や懇親会を通して貴重な人
脈を築けることです。この会に参加して互いに学び、ＩＴを活用した経営貢献に繋げて行きませんか。

　最初は「これからの経営情報システムを考える会」という名前に敷居が高いかなと思ったのですが、参加してみると気さくにざっく
ばらんに本音で話せることが分かり、すでに１０年間参加を続けています。情報システム部の課題は企業の大小にかかわらず同じ課
題であることが多く、この場での情報交換は大変参考になるばかりでなく課題解決のヒントも得ることができます。研究会は参加
者の悩みや課題、知見や経験で成り立っています。
　１社でも多く参加いただきましてより多くの方と情報交換、懇親が出来ることを楽しみにしております。

積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長　原　和哉 氏　＜第 30 期運営幹事＞
ホンネの話ができることが大きな魅力です。

　10年前からこの会に参加しています。ここでは、”異業種”のIT部門の方 と々本音の話ができることが大きな魅力です。時流に沿った
ゲスト講演を聞いたり、メンバーの事例発表の後は、ざっくばらんに話のできるグループディスカッションがあります。IT部門の悩み
は、業種が異なっても共通部分が多く、同じ目線でそれらを共有できます。進んでいる他社から学んだり、逆に自社の進んでいる点を
確認できたりもします。合宿研究会では、お酒とともに遅くまで語り合うことで親しくなり、直接相談できるような間柄になれたりもし
ます。この会に参加することで、お互いに楽しく学びあい、皆様のIT部門が今以上に脚光を浴びるように頑張っていきませんか。

■ メンバーの声

※順不同
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参 加 要 領

参加料 ※税込み

申込方法

正会員

270,000円（本体価格250,000円）

一　搬

302,400円（本体価格280,000円）
＊上記の参加料で例会毎に1社 2 名様までご参加いただけます。
＊見学会、懇親会等を開催の場合は、別途実費を申し受けます。

当会ホームページより簡単にお申込みいただけます。　　　　　　　　　　　　　　

書面にてお申込みの場合には下記申込書をご記入の上、FAX にてお送りください。
＊分割お支払い等、ご希望のある方は、備考欄にご記入ください。

お試し（体験）参加について

第1回例会は、入会ご検討中の方に限り、正式申込の前にお試し（体験）参加が頂けます。
会合の雰囲気など実際にご覧頂いた上でご決定ください。お試し（体験）参加ご希望の方は、申込書のお試し（体験）参加の欄に
チェックの上、お申し込みください。（1社1名様に限らせて頂きます。）

  ※お願い    基調講演後のグループディスカッションにもご参加いただける方に限らせて頂きます。

一般社団法人 企業研究会  事業開発グループ　担当：鈴木
〒102-0083　千代田区麹町5-7-2 麹町Ｍ-SQUARE 2F
TEL ： 03-5215-3513／FAX ： 03-5215-0951
e-mail：a-suzuki@bri.or.jp

お申し込み・お問い合わせ

第30期　「これからの経営情報システムを考える会」　申込書

FAX：03-5215-0951

一般社団法人　　　　　　　 鈴木宛

会社名

会社所在地　（〒　　　　　　　　　　　　　）

主登録者 所属 役職

氏　　名

E-mail TEL FAX

副登録者 所属 役職

氏　　名

E-mail TEL FAX

備考

申込日　　　　年　　　月　　日

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本会合に関する確認・連絡および当会主催のご案内をお送りする際に利用させて頂きます。
※事業会社以外の方（IT コンサルタント等）や営業を主目的とされる方はご参加頂けない場合もございます。何卒ご了承ください。
※10月の工場見学会に関して、同業他社の方は見学頂けない場合がございます。予めご了承ください。

□ 会合の趣旨に賛同し、下記により参加を申し込みます。
□ 参加検討中につき、第1回例会のお試し（体験）参加を希望します。

事業コード：１7００３６


