
第一線でビジネスリーダーとして活躍する
多彩な女性エグゼクティブリーダーをゲストに迎え

エネルギーや本音に直接触れ自らの内なるリーダーシップの可能性に目覚める
当スクールのキックオフ講座です

東京２３区内

実際にさまざまな制約を乗り越え活躍している、多様な業界業種の女性リーダーを（ロールモデル）多様なエクゼクティブメンターとして、パネリスト
として迎え、パネルセッションと個別に対話できるグループセッションを行います。
1人の働く女性として、リーダーとして、等身大のキャリアストーリーや壁の乗り越え方、働き方、生き方、行動を引き出し、多くの気づきや学びを得て
ゆきます。

１）はじめのお言葉 ２）基調講演 ３）パネルディスカッション ４）グループセッション（分科会） ５）全体シェア

19,000円(税別)

CONTENTS

受講料

会場

2019年5月18日(土)13:00-18:00

受講料・会場

GUEST

【パネルセッションスピーカー】

□株式会社QUICK
専務取締役
伊藤 朋子 氏

□楽天株式会社
常務執行役員 CMO
河野 奈保 氏

□ソフトバンク株式会社
人事本部 採用・人材開発統括部人材採用部 部長
兼 SBイノベンチャー株式会社 管理部 部長

杉原 倫子 氏

エグゼクティブメンターイベント
～リーダーシップの旅に出よう～

2019年11月9日(土) 13:00-17:00

第 10 回

【はじめのお言葉】

□日本女子経営大学院 顧問
梅島 みよ 氏

【基調講演】

□未来予報株式会社
代表取締役
曽我 浩太郎 氏

【ファシリテータ】

□日本女子経営大学院 代表理事 学長
河北 隆子

※ ご登壇者は変更の可能性があります。

＊このイベントは、単発講座としても、お申込み受け付けております



伊藤 朋子氏

株式会社QUICK 専務取締役 ひとづくり・労務担当

早稲田大学卒業後、（株）QUICKに入社。
ネットワーク部開発課主任、海外課主任を経て、秘書室課長、人事部海外事務課長を歴任。
2001年秘書室部長、2005年教育・研修部長、2010年総務本部本部長補佐、2011年カスタマーサポート本部長。
2013年3月取締役就任、2016年3月常務取締役人財・総務・労務担当、
2017年 常務取締役StepUp推進総括、人財・総務・労務担当、2019年専務取締役ひとづくり・労務担当
現在にいたる。
（家族）夫と娘がそれぞれ一人！娘が10月に結婚。8月には娘夫婦と一緒に旅行した。姉2人からも刺激を受けて
いるので、家族は大切にしていきたい。（今後のこと）社会とつながり、自分ができることを意欲的にこれから
も社会貢献していきたい。

ソフトバンク株式会社
人事本部 採用・人材開発統括部人材採用部 部長
兼 SBイノベンチャー株式会社 管理部 部長

1997年 日本テレコム株式会社入社。
保険代理店業務に従事した後、新規プロダクト開発および営業推進を担当。
2003年に人事部門へ異動。人事制度全般の企画・運用や人事システム構築の統括を経て、
2016年から人材開発の責任者としてソフトバンクユニバーシティ、ソフトバンクイノベンチャーなど、人材開発
領域の各種施策を担う。
2019年4月より現職、ソフトバンクらしい攻めの採用の実現に向け、地方創生インターンなどユニークな施策を
牽引する。中１男子の母。杉原 倫子氏

楽天株式会社常務 常務執行役員 CMO(チーフマーケティングオフィサー)

SBI証券（旧イートレード証券）マーケティング部を経て、2003年に楽天株式会社へ入社。
楽天市場事業部にて営業部、マーケティング部、編成部、開発部など幅広い領域で要職を歴任。
その後、楽天市場、ラクマRakuma、楽天ブックスをはじめ様々なEC関連事業を束ねるECカンパニーのプレジデ
ントとしてECビジネスの事業推進に関わる。
2013年執行役員就任、上級執行役員を経て、2017年楽天史上最年少且つ初の女性常務執行役員に就任。
現在は、楽天グループのCMO(チーフマーケティングオフィサー)として、膨大なデータを用いた楽天独自のマー
ケティング活動を推進。共通の会員IDやポイントプログラムを軸とした「楽天エコシステム」の構築、スペイン
の名門サッカークラブ「FCバルセロナ」をはじめとするグローバルパートナーシップを通じて、グローバルブラ
ンドへの進化を目指す。8月に女児を出産。河野 奈保氏

profile

ⓒ All rights reserved by日本女子経営大学院

日本女子経営大学院 代表理事・学長

1960年東京生まれ。総合オフィスサプライヤー企業、外資系人材派遣企業を経て、組織人材コンサルタントし
て独立し、7年にわたり大手自動車会社の組織変革プロジェクトの教育プログラム開発、展開のコアパートナー
として活躍。その後、コーチングプロジェクトCSC代表を経て、2003年組織風土変革支援のイノベーションアソ
シエイツ株式会社を創業、代表取締役。その後2015年、日本女子経営大学院を創立し、代表理事及び学長を就
任。生涯学習開発財団認定コーチ、GIAL認定シニアアクションラーニングコーチ、ジョージワシントン大学大学
院コース修了。日本メンタルヘルス協会心理カウンセラー基礎認定、文部科学省学校力向上教材開発検討委員。
企業、教育現場、医療機関、自治体他多様な産業において、人材開発、組織開発、リーダーシップ開発、女性活
躍支援などに従事。人と社会（組織）が循環して起こす、幸福で共創的な日常のイノベーションの創出のために、
自由で多様性のあるビジネスに挑戦している。河北 隆子氏

日本女子経営大学院 顧問
株式会社マネジメントサービスセンター（MSC） 顧問

1924年（大正13年）静岡県生まれ。
1944年津田英学塾（現・津田塾大学）卒業。 在日米陸軍人事訓練部において
管理者訓練トレーナーとして勤務した後、日立製作所を経て、 訓練コンサルタント
として独立。
1966 年マネジメントサービスセンター設立。 同社代表取締役社長、
取締役会長などを経て、現職。
公益社団法人全日本能率連盟 名誉マネジメントコンサルタント 日本女子経営大学院顧問

梅島 みよ氏

未来予報株式会社 代表取締役 プロジェクトデザイナー / SXSW Japan Office

大手映像プロダクションにて、日産やSONYなど大手企業のキャンペーンや動画・アプリなど広告賞受賞作品を多
数プロデュース。
その後、経営企画・事業開発を経験した後に退職。2016年にイノベーションリサーチに基づく戦略デザイン会社
「未来予報(株)」を立ち上げ、事業構想段階から製品デビューまでのプロジェクトデザインを行う。
2017年7月にインプレス社より書籍『10年後の働き方「こんな仕事、聞いたことない! 」からイノベーションの
予兆をつかむ』を発売。
2019年6月に米国最大級のクリエイティブイベントSXSW<サウス・バイ・サウスウエスト>の日本オフィスを立
ち上げる。

曽我 浩太郎氏



プログラム

ⓒ All rights reserved by日本女子経営大学院

お問合せ

お申込みはこちら

お問い合わせ

13:00~
【はじめのお言葉】

●梅島 みよ氏 株式会社マネージメントサービスセンター 顧問
日本女子経営大学院 顧問

13:10~
【基調講演】

●曽我 浩太郎 氏 未来予報株式会社 代表取締役

13:35~ 【パネルディスカッション】
～光を浴びるような体験をしよう！～

「変化の時代に求められる～イノベーションを起こす、女性リーダーになるには？」

＜パネリスト＞

ゲストスピーカー

●伊藤 朋子氏（株式会社QUICK 専務取締役 ひとづくり・労務担当）

ゲストスピーカー

●河野 奈保氏 （楽天株式会社 常務執行役員
CMO(チーフマーケティングオフィサー)）

ゲストスピーカー

●杉原 倫子氏（ソフトバンク株式会社
人事本部 採用・人材開発統括部人材採用部 部長
兼 SBイノベンチャー株式会社 管理部 部長）

＜モデレーター＞

●河北 隆子 （日本女子経営大学院 代表理事 学長）

15:30~
17:00 【分科会（グループディスカッション）】

●伊藤 朋子氏（株式会社QUICK 専務取締役 ひとづくり・労務担当）

●河野 奈保氏 （楽天株式会社
常務執行役員 CMO(チーフマーケティングオフィサー)）

●杉原 倫子氏（ソフトバンク株式会社
人事本部 採用・人材開発統括部人材採用部 部長
兼 SBイノベンチャー株式会社 管理部 部長）

【交流・写真撮影】

program



お申込みの流れ

▶E-Mail  :  info@wis-japan.org
▶公式HP :  http://wis-japan.org

ⓒ All rights reserved by日本女子経営大学院

お問合せ

〒108-0073
東京都港区三田3-4-3 RIPL9 1F
TEL:(03)5324-2475

本学院は、女性リーダーを育成するための専門プログラムを提供するビジネススクールであり、学校教育法条項に該当する学校ではありません。

お申込みはこちら

Web申込みはこちらから → https://wis-japan.org/forum

<注意>
お申込み入力フォームに記載し、ご送信ください。
必ず、下記内容を記載漏れのなきようお願いします。

▼【氏名】【会社名】を忘れずにご記入ください
▼参加お申込み内容の欄には、【エグゼクティブメンターイベント】とご記入ください

日本女子経営大学院・運営事務局

▼申込み内容のご確認
▼御請求書のお受け取り下さい

▼指定口座への
お支払いをお願いします。

▼事前のご予約が必要です。
お早めにお申込み下さい。

▼お申込み講座・開催会場・お時間
を確認後、お越しください。

ご受講お支払いお申込み ご確認

お申込みはこちら

開催会場

● 泉ガーデンタワー 内
※お申し込み後、事務局より会場情報を
お送りします

〈アクセス〉

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅直結
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅4b出口より徒歩7う分
東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分

お問い合わせ


