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第 45回日本・ASEAN経営者会議（AJBM） 

2019年 12月 12日（木）～14日（土）／帝国ホテル東京 

 

全体テーマ：グローバルな変化に伴うASEANの新たな現実・新しい機会 

プログラム 

 

 

第１日目：12月 12日（木） 

本館３階 雅 

17:00 - 18:00 AJBM 推進委員会会議（※調整中／各国代表者限り） 

 司  会：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

本館２階 孔雀東     

18:30 - 20:30   歓迎夕食会 

 歓迎挨拶：橋本圭一郎 経済同友会 副代表幹事・専務理事 

乾杯挨拶：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

 

 

第２日目：12月 13日（金） 

本館２階 孔雀東 

8:15 – 9:00 受付 

09:00-09:30 開会式 

09:00-09:05 

09:00-09:10 

09:10-09:20 

09:20-09:30 

主催挨拶：橋本圭一郎 経済同友会 副代表幹事・専務理事  

祝辞  ：中山 展宏 外務大臣政務官（安倍総理大臣メッセージ代読） 

祝辞  ：シントン・ラーピセートパン 駐日タイ大使 

導入  ：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

 

09:30 - 11:45 全体会議１ 

09:30-09:35  

09:35-10:45  

 

 

 

 

 

11:00-11:45 

 

導入  ：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

基調講演・質疑応答： 

「テクノロジーで挑む、社会課題解決～ASEANと日本が描く新たな未来」 

     今井 康之 ソフトバンク 代表取締役副社長兼 COO 

「ソフトバンクの ASEAN展開戦略」  

     野崎 大地 ソフトバンク 執行役員グローバル営業本部長 

 ＜10:45-11:00 コーヒーブレイク＞ 

基調講演・質疑応答： 

「日・ASEANの成長に向けた市場の連携と新たな可能性」 

     小沼 泰之 東京証券取引所 常務執行役員 
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本館２階 孔雀西 

12:00 - 13:45 昼食懇談会／日・ASEANスタートアップパネル 

12:00 - 

12:30頃 -13:45 

 

ご昼食 

日・ASEANスタートアップパネル 

「スタートアップ企業のグローバル展開戦略」 

モデレーター：間下 直晃 アジア委員会副委員長（ブイキューブ） 

パネリスト： 出雲  充 ユーグレナ 取締役社長 

パネリスト： 太田 祥宏 アクセルスペース 経営管理グループ長 

パネリスト： 谷口 直嗣 ホロアイズ 代表取締役（CEO兼 CTO） 

パネリスト： Mr. Jeffrey Foo, CEO, LIV3LY &  

Mr. Sean Ong, Regional Group Director for Japan &  

Korea, Enterprise Singapore（シンガポール） 

パネリスト： Mr. Prasetio Erlimus, CEO, PT Compro Kotak Inovasi

（インドネシア） 

パネリスト： 本間 真彦 インキュベイトファンド ゼネラルパートナー 

 

 

14:00 - 16:00 分科会 

分科会１ 市場をつなぐ・広げる ～デジタルが変える消費市場  （本館３階 鶴） 

14:00-14:10 

 

14:10-15:00 

（＠７-10分） 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:50 

15:50-16:00 

モデレーター：渡部 一文 アジア委員会 副委員長（アマゾンジャパン） 

 

問題提起：アジアにおけるデジタル消費市場のビジョンと日本の取り組み 

福岡 功慶 経済産業省 貿易経済協力局貿易振興課課長補佐 

問題提起：アジアにおけるデジタル消費市場のビジョンとマレーシアの戦略  

Dato’ Ng Wan Peng マレーシアデジタルエコノミー公社 COO 

問題提起：Japan Mall事業を通じた日本 SMEsの機会拡大  

藤井 真也 JETRO デジタル貿易・新産業部部長 

問題提起：拡大する越境 Eコマースと物流ネットワークの現状  

山内 雅喜 ヤマトホールディングス 取締役会長 

 

質疑応答・意見交換 

総括 
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本館２階 菊 

分科会２ 産業をアップデートする～デジタルが変える製造バリューチェーン 

14:00-14:10 

 

14:10-15:00 

（＠７-10分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:50 

15:50-16:00 

モデレーター：八馬 史尚 アジア委員会副委員長（J－オイルミルズ） 

 

問題提起：製造業バリューチェーンへのインパクト  

Mr. FUCHU Takaaki, Associate Director Singapore, Deloitte 

問題提起：製造業バリューチェーンへのインパクト  

倉田 英之 AGC 常務執行役員技術本部長 

問題提起：アジアにおけるモノづくりの将来 

上田 晃裕 テラモーターズ 代表取締役社長 兼 EV事業本部 

アジア地域統括本部長 （J-Startup） 

問題提起：アジアにおけるモノづくりの将来 

平野 未来 シナモン  代表取締役 CEO（J-Startup） 

問題提起：デジタル化時代の製造業と人材育成 

Mr. Perry Ferrer, Chairman & CEO, EMS Components Assembly Inc. 

（フィリピン） 

問題提起：デジタル化時代の製造業と人材育成 

Mr Anthony Raja Devadoss, Managing Director,  

PersolKelly Consulting（マレーシア） 

 

質疑応答・意見交換 

総括 

本館２階 牡丹 

分科会３ 豊かな生活を広げる～デジタルが開く持続可能な社会 

14:00-14:10 

 

14:10-15:00 

（＠７-10分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデレーター：浅野 敏雄 アジア委員会 副委員長（旭化成） 

 

問題提起：インフラ開発を通じた日・ASEAN連携の強化  

波多野 琢磨 海外交通・都市開発事業支援機構 代表取締役社長 

問題提起：高付加価値を支えるインフラ開発（東部経済回廊構想） 

H. E. Mr. Sihasak Phuangketkeow, Special Advisor,  

Eastern Economic Corridor Office／元駐日タイ大使（タイ） 

問題提起：テクノロジーの力で社会課題を解決する 

大島 麿礼 Global Mobility Service 

取締役執行役員 経営企画室長 兼 CFO（J-Startup） 

問題提起：テクノロジーの力で社会課題を解決する 

北村 卓也 センシンロボティクス 代表取締役社長（J-Startup） 

問題提起：持続可能な社会、産業づくりに向けた日・ASEAN 連携 

Mr. Surapol Kunanantakul,  

President, Siam Biomass Manufacturing（タイ） 



※登壇者等・時間は変更の可能性があります。 

 4 / 4 
 

15:00-15:50 

15:50-16:00 

質疑応答・意見交換 

総括 

 

16:00 - 16:15 コーヒーブレイク 

本館２階孔雀東 

16:15 - 17:00 全体会議２ 分科会報告・総括 

 

 

16:15 – 16:45 

 

 

 

16:45 - 17:00 

 

進行  ：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

 

分科会報告・質疑応答：（＠５分） 

（第１分科会）渡部 一文 アジア委員会 副委員長（アマゾンジャパン） 

（第２分科会）八馬 史尚 アジア委員会 副委員長（J－オイルミルズ） 

（第３分科会）浅野 敏雄 アジア委員会 副委員長（旭化成） 

総括  ：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

閉会挨拶：橋本圭一郎 経済同友会 副代表幹事・専務理事  

 

17:00～18:00 ネットワーキング・カクテル 

本館３階富士 

18:00 - 20:30 夕食懇談会                                  

 開会挨拶：櫻田 謙悟 経済同友会代表幹事 

乾杯  ：橋本 圭一郎 経済同友会 副代表幹事・専務理事 

中締め ：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

 

 

第３日目：12月 14日（土） 

 

11:30-13:00  AJBM 推進委員会会議（※各国代表者限り） 

 司会：林  信秀 第 45回 AJBM議長 

 

13:00頃 帝国ホテル発～17:00頃 帝国ホテル帰着予定 

14:00 – 16:00（予定） オプショナルツアー 

コースA：アマゾンジャパン 川崎フルフィルメントセンター見学 

※ 原則、英語での運営を予定しております。 

コースB：ヤマトホールディングス 羽田クロノゲート見学 

 

 

以上 


