務所駐在 日本業務部代表、監査、税務、投資に関するコーディネート及びコ
ンサルティング業務に携る。トーマツ・ベンチャーサポート㈱常務取締役、ジェト
ロ上海事務所 進出企業支援センター長（出向）を経て現職。）

【司会】
飯高 敏弘氏：株式会社 i.project 代表取締役、埃高（上海）信息科
技 董事長、本学会副会長
（富士通株式会社入社後、一貫して企業システムの開発に従事。1997 年から
中国ビジネスに携り、富士通上海副総経理、北京富士通総経理、中国推進室
長を経て、中国統括会社である富士通（中国）信息系統有限公司 総経理就任。

アジア・国際経営戦略学会
「AIBS 日中エグゼクティブセミナー」
日中のビジネス連携－その戦略と精神－
協力： 財団法人社会経済生産性本部
開

催

日： 2008 年 10 月 31 日（金）

宛先電子メールアドレス：aibs＠hotmail.co.jp

中国上海市茂名南路 58 号 32F ドラゴンルーム、フェニックスルーム

参

加

費： セミナー参加無料（懇親会費実費とし

て、個人会員：500RMB（8,500 円）、学生会員：
200RMB（3,500 円）事前振込）
【プログラム】
15：00～15：10 会長挨拶
「AIBS 学会の将来構想と上海支部設置」
【講演者】池島 政広氏
本学会会長、経済産業省産業構造審議会経営・知的資産小委員会
委員長、日中コンテンツ産業研究会会長などを兼務

15：10～16：10 基調講演
「日中のビジネス連携を支える信念」
【講演者】大月 秀夫氏
伊藤忠商事株式会社 伊藤忠中国総合研究所 関西代表、本学会
名誉会員
（伊藤忠商事株式会社入社後、シンガポール南洋大学 中国語研修生として中
国語を学び、伊藤忠北京事務所・上海事務所駐在。伊藤忠香港、伊藤忠繊維
（上海）有限公司董事長、伊藤忠（中国）集団有限公司繊維グループ長、伊藤
忠商事株式会社審議役を経て、2007 年 10 月から現職。長年の対中国貿易の
貢献が認められ、寧波人民代表大会より「寧波市栄誉市民」、上海市民政府より
「白玉蘭記念賞」を授与される。）

16：15～18：15 パネル討論
「 日 中 の ビ ジ ネ

ス

連

18：30～20：30 懇親会
【参加申し込み方法】学会事務局宛電子メールにて、参加希望（入会
希望を含む）をお知らせください。折り返しお手続き方法をご案内いた
します。

間： 15：00～20：30
場： ガーデンホテル上海（花園飯店）

時
会

2007 年株式会社 i.project、埃高（上海）信息科技設立、現職。上海市名誉市
民。）

携

」

【パネリスト】
李世伟氏：埃慕計算機技術 董事長兼総経理
（江南大学工学部応用化学学科助手として勤務後、日本留学（大阪大学大学
院化学工学専攻）。ダイトーケミックス（株）を経て、埃慕計算機技術（上海）有限
公司（株式会社エムネットの中国現地法人）董事長兼総経理就任、現在に至る。
2007 年埃高（上海）信息科技設立に董事として参画。）

林伟鸣氏：上海旅之窗網絡有限公司 代表取締役社長、楽天トラベ
ル株式会社 上海代表処 首席代表
（上海大手印刷会社入社。中国パッケージデザインコンクールにて当時最年少
でグランプリ受賞。日本留学（大阪芸術大学）後、「上海旅之窗網絡有限公司」
設立（代表取締役社長）、「マイトリップ・ネット株式会社上海代表処」設立（首席
代表）。楽天がマイトリップ・ネット社を合併後、現職。）

李 荃氏：上海市宝山区対外経済委員会 主任助理
（華東師範大学組織人事部、九州産業大学経済学部国費留学、華東師範大学
復職、九州産業大学大学院商学研究科留学、上海市人民政府対外経済貿易
委員会 美大商務処 副処長を経て現職。）

中谷 政行氏：監査法人 デロイト トゥシュ トーマツ広州事務所 華
南地区日本業務部統括パートナー
（1988 年公認会計士登録後、現監査法人トーマツ入所、1995 年から北京事

アジア諸国での企業の国際的な戦略行動に関心を有する
わが国およびアジア各国の
研究者、実務家、学生、企業などの団体に対して
アジア・国際経営戦略の諸問題について
総合的な研究を促進・啓蒙・普及・教育する事業を行い
アジア・国際ビジネスの発展と
公益の増進に寄与することを目的とする本学会の
初めての海外開催セミナーは
21 世紀のアジアビジネス・国際ビジネスの中心都市
上海において
日中間のビジネス連携を担うトップマネジメントの精神と
戦略を探ります
基調講演には、長年日中間のビジネスに身を投じ
両国間の経済関係の発展に多大な功績を残された
伊藤忠中国総合研究所関西代表 大月秀夫氏
をお招きし
日中のビジネス連携に求められる基本的な態度を
自らの信念として語っていただきます
また、ビジネス連携に焦点を当てるパネル討論では
日中の架け橋となるベンチャービジネスを展開する
若き経営者お二方
埃慕計算機技術 董事長兼総経理 李世伟氏
上海旅之窗網絡有限公司 代表取締役社長、楽天トラベル株式会
社 上海代表処 首席代表 林伟鸣氏
に加え、上海における対外経済政策のキーパソン
上海市宝山区対外経済委員会 主任助理 李 荃氏
と、日系企業の中国でのビジネス活動に助言されてこられた
監査法人 デロイト トゥシュ トーマツ広州事務所
華南地区日本業務部統括パートナー中谷 政行氏
をお招きし
大手日系企業の中国での事業展開の陣頭指揮を執られた後
自らベンチャービジネスを興された
株式会社 i.project 代表取締役、埃高（上海）信息科技 董事長
飯高 敏弘氏の司会により
日中間のビジネス連携戦略を構想していただきます
席数に限りはございますが、学会員ならびに関係各位の
積極的なご参加を心よりお待ち申し上げております

アジア・国際経営戦略学会
会

長 池島政広
前亜細亜大学学長
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科委員長

アジア・国際経営戦略学会入会のご案内（中国上海支部）
【学会の目的】
アジア・国際経営戦略学会は、アジア諸国での企業の国際的な戦略行動に関心を有する、わが国およびアジア各国の研究者、
実務家、学生、企業などの団体に対して、アジア・国際経営戦略の諸問題について総合的な研究を促進・啓蒙・普及・教育する事
業を行い、アジア・国際ビジネスの発展と公益の増進に寄与することを目的とします。
【事
業】
アジア・国際経営戦略学会は、学会の目的を達成するため、次の事業を行います。
z
研究発表会の開催および研究助成等による、アジア・国際経営戦略に関わる学術調査・研究事業
z
講演会・セミナーの開催等によるアジア・国際経営戦略に関わる啓蒙・普及・教育事業
z
研究成果を公表するための雑誌発行とそれに関わる編集事業
z
その他、この団体の目的達成に必要な事業
会員の皆様には、
¾

年 1 回の学会誌「AIBS Journal」の送付

¾

年数日本で回開催される「AIBS 日中エグゼクティブセミナー」へのご参加（懇親会実費負担、交通費自己負担）

¾
毎年 1 回中国で開催するセミナーへのご参加（懇親会実費負担、交通費自己負担）
¾
会員企業交流会
などをご提供する計画であります。中国に本拠地をお持ちの会員の皆様にもご満足いただけるものと確信しております
【会
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

員 種 別】
個人正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
団体正会員 本学会の目的に賛同して入会した団体
個人準会員 本学会の目的に賛同し賛助するため入会した個人
団体準会員 本学会の目的に賛同し賛助するため入会した団体
学生会員 アジア・国際経営戦略を学ぶ高等教育機関在籍学生個人
名誉会員 本学会の目的に賛同し，本学会が推薦する個人

【入 会 資 格】
会員の入会については、特に条件を定めていません。アジア諸国での企業の国際的な戦略行動に関心を有する、わが国およ
びアジア各国の研究者、実務家、学生、企業などの団体であれば、どなたでも参加できます。
【入会手続き】
電子メールにて学会事務局宛（aibs@hotmail.co.jp）に、学会入会申し込みであることを明記し、ご氏名、ご所属、郵便番号、
住所をご連絡ください。ご連絡後、所定の会費をお振込みいただく手続き方法についてご案内いたします。手続き完了後、学会定
款などをメールにて送信いたします。
【会

費】
個人会員（正会員／準会員とも）

500RMB（お一人様）

団体会員（正会員／準会員とも）

2500RMB（お一口）

学生会員

150RMB（お一人様）

【過去のセミナー開催実績】
2007.8.23. 於 青山オーバルビル「設立総会」
講演者：衞藤瀋吉氏（本学会名誉会長、元亜細亜大学学長、東京大学名誉教授）、大月秀夫氏（伊藤忠商事㈱審議役、前伊藤
忠繊維貿易（中国）有限公司董事長）
2007.12.12. 於 青山オーバルビル「パネル討論会：アジアワイドで活躍できるマネジメント人材の登用・育成・活用・
処遇」
討論者：田中信彦氏（ブライトン・ヒューマンキャピタル・コンサルティング㈱パートナー）、田宮 英明氏（㈱資生堂 中国事業部 参
与）、山下 成徳氏（セイコーインスツル㈱人事部 労政担当課長）、司会：安登利幸氏（亜細亜大学 教授）
2008.2.28. 於 青山オーバルビル「パネル討論会」「中国事業展開における顧客志向人材の育成」
講演者：容應萸氏（亜細亜大学 教授）、討論者：五十嵐力氏（㈱JTB 中国 代表取締役社長）、呉龍飛氏（オークラガーデンホテ
ル上海 副総経理兼人事部長）、横山保文氏（㈱バド・インターナショナル 専務取締役制作事業部統括本部長）、司会：安登利幸
氏（亜細亜大学 教授）
2008.3.22. 於 亜細亜大学武蔵野キャンパス「第 1 回報告大会」
講演者：学会長 池島政広（亜細亜大学 教授）、辻尾嘉文氏（東京都中小企業振興公社国際化支援室 海外展開推進員）、飯高
敏弘氏（㈱i.project 代表取締役，埃高（上海）信息科技 董事長，元富士通（中国）信息系統有限公司 総経理）
2008.7.7. 於 青山オーバルビル「講演会：日中ビジネスを巡る環境・資源・エネルギー問題」
「中国の石油安定供給戦略」竹原美佳氏（（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油開発支援本部調査部調査課主任研究
員）、「中国経済の成長と環境リスク」矢澤信雄氏（亜細亜大学特任教授）、「エネルギー・環境をめぐる今後の日中関係－ ビジネ
スの視点から」後藤康浩氏（日本経済新聞社編集局 アジア部長）

