GLOBAL HR FORUM
JAPAN 2016
２０１６年10月12日（水） 10:00-18:00 at アキバプラザ
終日開催・出入り自由
日本企業のグローバル化に向けた
戦略人事の考え方・ソリューション・ネットワークを集結
「日本企業がグローバル市場で生き残るために、グローバル人事は今、何をすべきなのか？」

Theory
グローバルHR研究の
第一人者による
講演・トークセッション

Network
登壇者や参加企業の
グローバル人事との交流機会

Practice
グローバルリーディングカンパニーの
事例共有・異文化のプロフェッショナル
講師による研修体験会

［主催企業］Link Global Solution Inc.

［会場］アキバプラザ
JR線 秋葉原駅より徒歩2分
東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル6F

［お問い合わせ]

基調講演

TEL: 03-6867-0071
FAX:03-6867-0072

【基調講演】白木 三秀 氏

グローバルHR領域の第一線で活躍
されている専門家をお招きし、トレンド
や実践例を講演形式でお伝えします。

満席

「現地調査に基づく『海外駐在員のコンピテンシー』とは」
早稲田大学政治経済学術院教授、同大学トランスナショナル
HRM研究所所長
1951年滋賀県生まれ。シンガポール国立大学客員研究員、
フィリピン大学大学院客員教授を歴任。国際ビジネス研究学会
会長、日本労務学会前会長。

トークセッション
日本を代表するリーディングカンパニーのグローバル人材育成や
現地法人への理念浸透などを推進してきた方々をお招きし、
自社の取り組み内容や成功・失敗事例を対談やパネルディス
カッション形式でお伝えします。

ネットワーキング
随時参加企業や登壇者、講演企業
とのネットワークをリンクグローバル
ソリューションの担当がおつなぎします。
※ご希望の場合は予め下記事務局、
または弊社営業担当までお問い合わせください。

セミナー／体験会
セミナーではコンサルタントより具体的な事例とソリューションをご
紹介します。また、体験会では多くの企業でグローバル人材育
成や企業間異文化コミュニケーションを支援してきた経験豊富
な外国人講師が研修を実演します。

【トークセッション】
「日本人のグローバルリーダー輩出に向けて」

高津 尚志 氏
IMD 北東アジア代表。日本興業銀行、BCG、リクルートを
経て現職。金融、戦略、人事各面から、日本企業の国際展
開に寄与。2010年、スイスのビジネススクール・IMDに参画。
日・韓・台のグローバル企業幹部育成の施策構築・遂行に取
り組むとともに、IMDの知見を日本の経済社会に提供。

船橋 力 氏
文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト ディレクター。
伊藤忠商事株式会社を経て、株式会社ウィル・シードを設立、
代表取締役社長に就任。2009年、世界経済フォーラムの
Young Global Leaderに選出。NPO法人TABLE FOR
TWO International理事、2013年より現職。

→
→
→
→

プログラム
ご希望のセッションにご参加ください。
講演・パネル
大会場

セミナー・体験会
中会場

【トークセッション】
「日本人のグローバルリーダー輩出に向けて」
IMD 高津尚志氏、
トビタテ！留学JAPAN 船橋力氏

【体験型セミナー】
「サービス業のインバウンド対応力向上に向けて
～ゆびさしツールの活用～」
㈱情報センター出版局 田村隆宗氏、
㈱リンクグローバルソリューション 一色顕

10:00
10:30
11:00

午
前
【トークセッション】
「グローバルリーダー育成①
～ナショナルスタッフ経営人材育成～」
矢崎総業㈱ 安藤桃子氏、
ヤマハ発動機㈱ 木村晋也氏

11:30
12:00

「海外現地法人・駐在員強化」
「インバウンド対応・外国人採用と活用」
「グローバルリーダー育成」
「ダイバーシティ＆インクルージョン」

セミナー・体験会
中会場

【共催セミナー】
【セッション型セミナー】
「サービス産業における海外人材の採用と戦力化」
「日本企業の人材育成システム再構築
㈱リンクアンドモチベーション MEカンパニー 染谷剛史
～リーダーを任せられる日本人輩出～」
氏、㈱リンクグローバルソリューション 小池和美
㈱リンクアンドモチベーション MMカンパニー 川内正直
氏、㈱リンクグローバルソリューション 一色顕

体験会
小会場

【体験会】
「異文化コミュニケーション研修」
㈱リンクグローバルソリューション
日英バイリンガル外国人インストラクター2名

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

午
後
①

【基調講演】
満席
「現地調査に基づく
『海外駐在員のコンピテンシー』とは」
早稲田大学政治経済学術院教授、
トランスナショナルHRM研究所所長 白木三秀氏
【トークセッション】
「海外現地法人最前線
～日本本社から見えないリアル～」
Asian Identity Co., Ltd. 中村勝裕氏、
アマゾンジャパン合同会社 竹村一郎氏

【トークセッション】
「日本人リーダーは海外でどう見られているのか？
～アジアのローカルスタッフとのディスカッションから～」
Asian Identity Co., Ltd. 中村勝裕氏、同社 Ekkajit
Chamsai氏、同社 Thiranart Napapruekchart氏

【セミナー】
「ダイバーシティ＆インクルージョン
～異なる価値観のマネジメント～」
㈱リンクグローバルソリューション 日髙達生、同社日英
バイリンガル外国人インストラクター2名

15:30

【トークセッション】
「グローバルリーダー育成②
16:00
～日本人幹部のグローバルリーダー育成～」
サントリー食品インターナショナル㈱ 庄司弥寿彦氏、
午
武田薬品工業㈱ 上場啓司氏
16:30
後
②
17:00
【特別セミナー】
「海外現地法人・駐在員への
本社の関わり方を考える」
17:30
㈱リンクグローバルソリューション 日髙達生

【セミナー】
「グローバル理念浸透の課題と対策」
㈱リンクグローバルソリューション 一色顕、
同社 ガレス・モンティース

【セミナー/体験会】
「日本人がグローバルで伍するための
異文化実践スキルトレーニング」
㈱リンクグローバルソリューション ガレス・モンティース、他

【セミナー/体験会】
「外国籍社員受入れ研修
～解決のヒントは『間』にあり～」
㈱リンクグローバルソリューション
日英バイリンガル外国人インストラクター2名
【共催セミナー】
「社内コミュニケーションメディアの
グローバル化対応」
㈱リンクコーポレイトコミュニケーションズ 押見史久氏、
㈱リンクイベントプロデュース 八重樫徹氏

18:00

【体験会】
「グローバルビジネスマインドセット研修」
㈱リンクグローバルソリューション
日英バイリンガル外国人インストラクター2名

【体験会】
「英語スピーカーマインドセット研修」
㈱リンクグローバルソリューション
日英バイリンガル外国人インストラクター2名

懇親会
※トークセッションは、パネルディスカッション形式で行います。モデレーターは㈱リンクグローバルソリューション 代表取締役社長 一色顕/取締役 日髙達生が務めます。
※プログラムタイトルは一部仮題となります。また、一部調整中の講演内容がございますので、ご了承ください。

●お申し込み
参加お申し込みは以下のいずれかの方法でお願いいたします。
①HPからのお申し込み: http://link-gs.co.jp/seminar/form/muryou2/
②下部申込書ご送付によるお申し込み:［FAX］03-6867-0072 ［E-mail］lgs_seminar@link-gs.co.jp

Global HR Forum Japan 2016 申込書
日程
来場可能時間

2016年10月12日（水）10:00～18:00 ※終日開催・出入り自由
□10:00～12:30

□12:30～15:30

□15:30～18:00

※複数選択可

貴社名
お名前 （ふりがな ）：
担当者

部署：

TEL：

役職：

E-mail：

お名前 （ふりがな ）：
参加者１

部署：

役職：

お名前 （ふりがな ）：
参加者２

部署：

役職：

お名前 （ふりがな ）：
参加者３
お問い合わせ

部署：

役職：

［TEL］03-6867-0071 ［FAX］03-6867-0072 ［E-mail」 lgs_seminar@link-gs.co.jp

