
１１月１日（水）迄に「参加申込書」にご記入の上、ＦＡＸもしくはメールにてお申込下さい。
「参加証」は発行しておりませんので予めご了承ください。

次世代の外食産業の創造をめざす!!

●日 程 11月 8日(水)（10：00～20：00）9:30 受付開始

●日 程 11月9日(木)（ 9：00～18：00）

●参加費 50,000円（税込・懇親会費を含む）

●対 象 経営トップを含むマネジメント層（次期経営者、役員候補）

●会 場

教‐17‐11
平成29年9月22日

一般社団法人日本フードサービス協会
会 長 菊 地 唯 夫
副会長 教育研修委員会
委員長 髙 岡 慎一郎

立命館大学東京キャンパス
東京都千代田区丸の内１‐７‐１
サピアタワー８階 （東京駅前）
TEL：03‐5224‐8188

３階受付にて入館証を受け取り、
８階までお越し下さい

JR東京駅 丸ノ内北口改札 徒歩約5分

新幹線 日本橋口出口 徒歩約1分

地下鉄大手町駅 B7出口 徒歩約1分

地下鉄日本橋駅 A3出口 徒歩約5分

成熟市場における外食産業は、今まさに大きな転換期を迎え、他業種や産学連携を通じた

イノベーションによる「生産性・付加価値向上」が大きなキーワードになっております。今回の

ウィンタースクールは、外食、ホスピタリティー分野だけではなく、様々な分野でご活躍の

ビジネスリーダーの皆様にご登壇いただき、外食産業の発展的な未来像を皆で考えることを

目的としています。

経営マネジメント層はもちろんのこと、次世代の外食産業を担う役員候補の方々にも奮って

ご参加下さいますようお願い申し上げます。

ご不明な点はお問い合わせ下さい。
担当：江口・岡田・宮崎
TEL：03‐5403‐1060
E‐mail:edu‐jf@jfnet.or.jp

※本事業は立命館大学との共催により、経済産業省の「産学連携サービス経営人材育成事業」の一貫として開催します。



10:10 ▶ 11:45

ホスピタリティ産業におけるイノベーション
Innovation in the Hospitality Industry – Trends and Future

コーネル大学
ホテルスクール教授・外務担当学部長

ロヒット ベルマ

11月8日（水）

14:00 ▶ 15:00

日本マクドナルドのビジネス転換と変革（仮題）

日本マクドナルド(株)
代表取締役社長 兼 CEO

サラ L．カサノバ

10:00 ▶ 10:10

開会挨拶
（一社）日本フードサービス協会 会長

菊地 唯夫

13:00 ▶ 14:00

人工知能は人間を超えるのか

－ディープラーニングの先にあるもの
東京大学大学院

工学系研究科特任准教授

松尾 豊

15:15 ▶ 17:00

パネル討議
●モデレーター

立命館大学
吉林大学経済学院 井澤 裕司

●パネリスト

（一社）日本フードサービス協会 菊地 唯夫

日本マクドナルド(株) サラ L．カサノバ

コーネル大学 ロヒット ベルマ

17:15 ▶ 18:30

分科会討議
講師・講演者を囲み、受講者参加型の
自由な意見交換を予定しています

18:30 ▶ 20:00

懇親会

11月9日（木）

9:00 ▶ 9:35

Gastronomy Management を拓く（仮題）

立命館大学 経済学部教授
吉林大学経済学院 客座教授

井澤 裕司

9:35 ▶ 10:35

スポーツ・レジャー産業を
健康産業に発展させる

（株）ルネサンス
代表取締役会長

斎藤 敏一

10:45 ▶ 11:45

外食産業のイノベーションに向けた
サービス工学の視点

産業技術総合研究所
サービス設計学研究グループ長

竹中 毅

13:00 ▶ 14:00

「地方イノベーション」と「食と農」
NSGグループ

代表

池田 弘

14:15 ▶ 16:00

パネル討議
●モデレーター

がんこフードサービス(株)
立命館大学 新村 猛

●パネリスト

NSGグループ 池田 弘

産業技術総合研究所 竹中 毅

（一社）日本フードサービス協会 肥田木 康正

16:15 ▶ 17:45

分科会討議
講師・講演者を囲み、受講者参加型の
自由な意見交換を予定しています

17:45 ▶ 18:00

総括
（一社）日本フードサービス協会 副会長

髙岡 慎一郎
※先般ご案内しました講師に一部変更が生じております。
※時間・内容に関して予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

●プログラム （敬称略）



 
 

●講師・モデレーター（敬称略） 

井澤 裕司 

立命館大学 経済学部教授 
吉林大学経済学院 客座教授 
 専門は、金融論、行動ファイナンス。大阪

大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期

課程中退。摂南大学経営情報学部助教授など

を経て現職。またこの間、The University of  
California, San Diego，University of Victoria, Canada などの

各客員研究員、立命館大学ファイナンス研究センター長、上海

財経大学客員教授などを歴任。著書に『実験でわかった!感じる

株式投資』武田ランダムハウスジャパン、2008 など多数。 

斎藤 敏一 
(株)ルネサンス 
代表取締役会長 
 1967 年京都大学工学部卒業。1967 年～1969
年スイス連邦工科大学留学。1982 年現・株式会

社ルネサンスを設立。1992 年代表取締役社長、

2008 年代表取締役会長。2007 年公益社団法人 
スポーツ健康産業団体連合会会長、サービス産業生産性協議会

幹事。2014 年よりサービス学会監事、ＮＰＯ法人日本ホスピタ

リティ推進協会理事長。 
 

池田  弘 
NSG グループ 
代表 
 学校法人新潟総合学園総長・理事長、アル

ビレックス新潟取締役会長。代表を務める

NSG グループは、大学、専門学校、高等学校

などの教育機関と医療･福祉機関、さらに飲 
食・給食事業、商社、建設業、ホテル、アパレルなどの株式会

社を展開する。現在 501 社の上場並み企業の起業支援プロジェ

クトに力を入れ取り組んでいる。日本ニュービジネス協議会連

合会会長。 

サラ L．カサノバ Sarah L. Casanova 

日本マクドナルド(株) 
代表取締役社長 兼 CEO  
 1990 年マックマスター大学経営修士課程修

了後、マクドナルド・カナダに入社。その後、

日本マクドナルド執行役員・マーケティング

本部長、上席執行役員・事業推進本部長、 
マクドナルド・マレーシア・マネージングディレクターなどを

経て日本マクドナルドホールディングス社長兼ＣＥＯに就任。

日本マクドナルド初の外国人社長。 

新村  猛 

立命館大学 客員教授 
 1990 年アルバイトとしてがんこフードサー

ビス株式会社入社。現在、がんこフードサービ

ス株式会社取締役副社長、立命館大学客員教

授、国立研究開発法人産業技術総合研究所 
人間情報研究部門客員研究員、同志社大学大学院ビジネス研究

科嘱託教員。筑波大学大学院博士課程システム情報工学研究科

修了、博士（工学）。 

竹中  毅 
産業技術総合研究所 
人間情報研究部門 研究グループ長 
 2002 年神戸大学大学院文化学研究科（心理

学）修了。博士（学術）。2002 年～2009 年に

東京大学人工物工学研究センター研究員、

助手、特任准教授。2009 年～産業技術総合 
研究所入所。サービス工学研究センター研究員。2017 年～人間

情報研究部門サービス設計学研究グループ研究グループ長。  
専門はサービス工学。2016 年よりサービス学会理事。 

松尾  豊 
東京大学大学院 
工学系研究科特任准教授 
 1997年東京大学工学部電子情報工学科卒業。

2002 年同大学院博士課程修了。博士（工学）。

産業技術総合研究所研究員、スタンフォード

大学客員研究員を経て、2007 年より、  
東京大学大学院工学系研究科准教授、2014 年より特任准教授。

専門分野は、人工知能、ウェブマイニング、深層学習。2010 年

から人工知能学会副編集委員長、2012 年から編集委員長・理事。

2014 年より倫理委員長。 

 

ロヒット ベルマ Rohit Verma 

コーネル大学 
ホテルスクール教授・外務担当学部長 
 ユタ大学ビジネススクール経営博士課程修

了、博士（経営学）。デポール大学他、世界

の様々な大学で教鞭を執り、70 を超える学術

論文や数多くのレポートを発表。また、各国 
の主要な産業・学術会議で基調講演やパネルディカッションの

登壇を行っている。 The Operations and Supply Chain 
Management for the 21st Century（共著）など数多くの専門書

を執筆。コーネル大学ホスピタリティリサーチセンター（CHR）

産業関連賞等受賞多数。 

菊地 唯夫 
 

髙岡 慎一郎 
 

肥田木 康正 
(一社) 日本フードサービス協会 
会 長 
ロイヤルホールディングス㈱ 
代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 

(一社) 日本フードサービス協会 
副会長／教育研修委員長 
㈱人形町今半 
代表取締役社長 
 

(一社) 日本フードサービス協会 
副会長 
康正産業㈱ 
代表取締役 
 
 



 

 (一社)日本フードサービス協会 事務局 行   FAX:03-5403-1070 

 

ＪＦウィンタースクール 
参加申込書 

 
※すでにお申込み済みの方は再送不要です。 

 

ご参加者氏名 ご所属・お役職 

＜フリガナ＞  

＜フリガナ＞  

＜フリガナ＞  

 

 通信欄：                                        

                                             

※請求書発行のご希望等がございましたら通信欄にご記入ください。当協会は平成 27 年 4 月より請求書の電子化を推進しています。 
ご記入頂いたメールアドレスに請求書を発行するためのご案内をお送りします。 

 参加費        円は  月  日に振込み予定 

 （当日欠席のご返金は致しかねますので予めご了承下さい） 
 

 

 お申込みご担当者 

 貴社名                               

 お名前                  お役職            

 TEL                  FAX               

  E-MAIL                                                           

 

振込先：口座名 《一般社団法人日本フードサービス協会 普通口座 》 

 三菱東京ＵＦＪ銀行 田町支店 １１７６７７７ 

 参加費：お一人様 50,000円（税込） 

※振込手数料は貴社負担にてお願い申し上げます。また、振込名義人に貴社名をご記載ください。 

 




