
『すごい！ビジネスモデル』第４・５弾 出版記念パーティ 

日時 ： ２０１９年 ７月１６日 (火)  

【第１部】 １７：００～１８：３０  トークセッション 定員１００名 

       テーマ：「セブン＆アイのデータ戦略」 

ゲスト：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

執行役員 デジタル戦略部シニアオフィサー 清水健氏 
東証一部。グループ売上 11 兆円。従業員 15 万人。コンビニ、スーパー、専門店、金融業等 

【第２部】 １９：００～２１：００  親睦会 定員２００名  

   激励： T-BOLAN vo.森友嵐士氏 CD 売上 1,700 万枚 

原田泳幸氏 アップルコンピュータ、日本マクドナルド、ベネッセホールディングスの社長を歴任 

会場 ： セルリアンタワー東急ホテル Ｂ２Ｆ  １部「朝霧」／２部 ボールルーム 

東京都渋谷区桜丘町 26-1 ／ TEL: 03-3476-3000  

参加費(事前振込)：  １ トークセッションのみ     ５，０００円 (当日 8,000 円) 

           ２ 親睦会のみ          １２，０００円 (当日 17,000 円) 

           ３ トークセッション＋親睦会   １５，０００円 (当日 20,000 円) 
♦トークセッション参加者には『すごい！ビジネスモデル４・５』各１冊ずつプレゼント♦        

振込先： 三井住友銀行 築地支店 普通 7510890 ウチダサロン事務局                        
✽事前振込み期限： ６月２８日（金）確認まで 

 

【第２部ゲスト】（順不同) 都合により急遽変更になる可能性もございます。ご了承ください 

・ベクトル 専務執行役員 CSO 中島謙一郎氏 [東証一部]売上400憶円、従業員650名、PR企画立案及び実施 

・オールアバウト 代表取締役 江幡哲也氏 [ＪＱ] 売上103億円、従業員150名。会員約100万人「サンプル百貨店」運営 

・ＪＫホールディングス 代表取締役 青木慶一郎氏 [東証一部]売上3500億円、従業員2908名。国内トップの建材商社。 

・東京美容外科 理事長 麻生泰氏 全国 16 カ所に美容クリニック、46 カ所に発毛クリニックを展開。ドクター500 名 

・日本たばこ産業 ＣＲＭ推進部長 藤原卓氏 [東証一部] 売上 2.2 兆円。たばこ、医薬、加工食品事業 

・サイバーエージェント 上級執行役員 石井洋之氏 [東証一部] 売上 4,500 億円。利益 300 億円。子会社 106 社 

・サニーサイドアップ 代表取締役副社長 渡邊徳人氏 [東証一部] 売上 135 億円、従業員 195 名。PR。パンケーキ bills 

・ビジョン 代表取締役社長 佐野健一氏 [東証一部] 売上 175 億円、従業員 693 名。世界 200 ヵ国以上 WiFi レンタル 

・エン・ジャパン 代表取締役社長 鈴木孝二氏 [東証一部] 求人情報サイト大手。売上 400 億円。社員数 2,500 名 

・キャロウェイアパレル 代表取締役社長 小野田剛氏 ゴルフアパレルメーカー。契約プロ：石川遼、藤田光里など 

・ソニー銀行 執行役員 南啓二氏 売上 380 憶円。ネット銀行預金残高業界 3 位の 2兆円超。 

・ライク 代表取締役社長 岡本泰彦氏 [東証一部] 売上 500 億円、従業員 6,310 名。保育・人材・介護の３事業を展開。 

・ゴルフダイジェスト社 専務取締役 木村正浩氏 ゴルフ専門誌発行。月間 1.5 億 PV のポータルサイト運営等 

・Ubicom ホールディングス 代表取締役社長 青木正之氏 [東証一部] 売上 36 憶円、従業員 881 名。システム開発 

・パソナグループ 副社長執行役員 渡辺尚氏 [東証一部] 売上 3,114 億円、従業員 9,074 名。人材派遣業界 3 位 

・スカイマーク 代表取締役社長 市江正彦氏 定期航空運送事業。従業員数 2193 名。定時運航率第１位(93.06%) 

・ベアーズ 取締役副社長 高橋ゆき氏 家事代行サービス最大手。ベアーズレディ 5,200 名が登録  

・五島育英会 理事長 高橋遠氏 元東急ホテルズ 取締役会長。日本秘書協会 理事長 

・MS-JAPAN 代表取締役社長 有本隆浩氏 [東証一部] 管理部門人材紹介。弁護士・公認会計士等、年間 20,000 名以上が登録 

 

【書籍登場企業】  

裏面ご参照 

 

 

 

主催：TOP CONNECT(株) 運営：ウチダサロン事務局  



【書籍登場企業】  

スカイマーク 代表取締役社長 市江正彦氏 ／ ランシステム 代表取締役社長 日高大輔氏 

ジャービス 代表取締役 安藤健志氏 ／ フライパン（サニーサイドアップ・ビルズ) 代表取締役社長 渡邊徳人氏 

柿安本店 代表取締役社長 赤塚保正氏 ／ 東京ステーションホテル 総支配人 藤崎斉氏 

国際自動車 代表取締役社長 西川洋志氏 ／ よみうりランド 遊園地事業本部 総支配人 曽原俊雄氏 

物語コーポレーション 取締役会長 小林佳雄氏 ／ DSヘルスケアグループ 代表 寒竹郁夫氏 

アルテサロンホールディングス 取締役会長 吉原直樹氏 ／ エリアクエスト 代表取締役社長 清原雅人氏 

和久環組 代表取締役 鎌田友和氏 ／ フロンティア 代表取締役 原口秀樹氏 

ネクストレージ FOUNDER＆代表取締役CEO 秋庭啓人氏 ／ スタイルアクト 代表取締役 沖有人氏 

TOKYO BIG HOUSE 代表取締役社長 菊田寛康氏 ／ タイムイノベーション CEO 佐和田悠葵氏 

 

【７/１６ 参加申込書】  

FAX ０３－６２７８－８７６９ 
 

          １  参加される番号を○で囲んでください 

  
１ トークセッション 

２ 親睦会                      に参加します。 

３ トークセッション＋親睦会    
 
 

 
     ２ お支払方法を○で囲んでください 

   
事前振込 ・ 当日払い  

 
 

     ３ 以下ご記入ください 

 

【御社名 】               【役職 】  

 

【お名前】                  

 

【メールアドレス】 

    

    【同伴者】 ※同伴者がいる際はご記入ください 

     

        社名 ： 

       役職 ： 

      氏名 ： 

      参加 ： トークセッション・親睦会・トークセッション＋親睦会 

      お支払い方法： 事前振込・当日 

                                  

  メールでのお申込は上記項目ご記載の上、こちらまで ⇒ uds@uchida-salon.biz 


