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一般会員　336 社

合計　521 社

賛助会員　185 社

 新経済連盟について
　少子高齢化等の構造的問題を抱える日本が将来にわたり国際競争に勝ち抜き、経済成長を続けて
いくためには、I T（情報通信技術）のさらなる戦略的な利活用を軸とした新産業を推進、発展
させていくことが不可欠です。この発展を支える政策や諸制度の環境整備は、日本にとって喫緊
の課題です。
　新経済連盟は、この環境整備に貢献するために、民間の立場から政策提言を行い、また会員
への情報提供や会員相互の交流を推進するための経済団体です。
　この目的を達成するにあたり、当団体はイノベーション（創造と革新）・グローバリゼーション

（国際的競争力の強化）・アントレプレナーシップ（起業家精神）の促進を中心的な旗印として
掲げます。また、未来の社会経済に対して責任のある団体として現在の改革の痛みにひるむ
ことなく、未来の技術やサービスを開拓する企業が構成する団体として、現在の技術やサービス
の限界に縛られず、来たるべき未来の社会経済の姿を構想し提示していきます。

 会員構成

(2016年06月01日現在）
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 賛助会員（上場企業）

 一般会員 ( 上場企業）

 一般会員 ( 非上場企業）

※会員からの申告に基づく

 会員一覧

株式会社アイレップ
株式会社ALBERT
SBI AXES株式会社

株式会社　大塚商会
株式会社大和コンピューター
帝国繊維株式会社

株式会社ナイガイ（センティーレワン株式会社）
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社山善

(2016年06月01日現在）

株式会社アイル
株式会社AOI Pro.
アクセンチュア株式会社
株式会社アサツー ディ・ケイ
イー･ガーディアン株式会社
株式会社一休
出光興産株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社ウィザス
株式会社ウイルコホールディングス
株式会社ウェブクルー
MRT株式会社
オイシックス株式会社
株式会社オウケイウェイヴ
株式会社オールアバウト
株式会社オプトホールディング
株式会社ガイアックス
株式会社カカクコム
グーグル株式会社
株式会社クラウドワークス
ＫＬａｂ株式会社
グリー株式会社

アイアンドエルソフトウェア株式会社
株式会社アイエーシーインターナショナル 
アイ・モバイル株式会社
株式会社アヴェル
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社
akippa株式会社
株式会社アクシス
麻布シティデンタルクリニック
株式会社あしたのチーム
株式会社アチーブゴール
株式会社アップガレージ
株式会社アドバンテッジパートナーズ
ATOMICO
株式会社アナグラムワークス
株式会社あなたの幸せが私の幸せ
株式会社アパハウ
アララ株式会社
アンダス株式会社
アンファー株式会社
EMCジャパン株式会社
株式会社ECC
株式会社イー・ステート・オンライン
株式会社イー・ロジット
EY新日本クリエーション株式会社
株式会社イヴォーグ
イシン株式会社
一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ
インヴェンティット株式会社
インターナップ・ジャパン株式会社
株式会社インターロジック
株式会社INDETAIL
インテグラート株式会社
株式会社インテグレート
インフォニア株式会社
インリー・グリーンエナジージャパン株式会社
WILLER ALLIANCE株式会社
株式会社ウェルネス
株式会社WoodStock
株式会社エアークローゼット
Airbnb Japan K.K.
株式会社エイアンドピープル
株式会社エー・アンド・ビー・コンピュータ
ANAシステムズ株式会社
株式会社ATGS
エクイニクス・ジャパン株式会社
エクスペリアンジャパン株式会社
エゴンゼンダー株式会社
株式会社エスワンオーインタラクティブ
株式会社エディア
株式会社エニタイムズ
株式会社エフタイム
F5ネットワークスジャパン株式会社
株式会社エボラブルアジア
株式会社MEJ
エムオーテックス株式会社
株式会社エリートネットワーク
株式会社エンゼル
株式会社オーガランド
有限会社オーディーエー
株式会社オプティマル
株式会社オプト

CRITEO株式会社
株式会社ぐるなび
株式会社クレスコ
株式会社クレディセゾン
ケンコーコム株式会社
コムチュア株式会社
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社サイバーエージェント
ジェイコムホールディングス株式会社
Jトラスト株式会社
株式会社ジェネレーションパス
上新電機株式会社
株式会社　白鳩
セイコーホールディングス株式会社
セイノーホールディングス株式会社
セガサミーホールディングス株式会社
株式会社セプテーニ・ホールディングス
ソースネクスト株式会社
株式会社ソケッツ
大幸薬品株式会社
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
データセクション株式会社

カート・サーモン・ユーエス・インク 日本支社
株式会社ガールズアワード
株式会社　門倉組
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
監査法人アヴァンティア
兆株式会社
きびだんご株式会社
キャスティングロードホールディングス株式会社
キャスレーコンサルティング株式会社
近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社
クオリティソフト株式会社
株式会社クラシファイド
グラントマト株式会社
クリニカル・プラットフォーム株式会社
Creww株式会社
株式会社クレバ
株式会社グローアップソリューションズ
株式会社GlobalGA
株式会社グロービス
クロス・ヘッド株式会社
株式会社ゲイン
KPMGアドバイザリー株式会社
コイニー株式会社
光成薬品株式会社
株式会社コーチ・エィ
株式会社心
コマースリンク株式会社
株式会社コマイ
Coltテクノロジーサービス株式会社
株式会社コンカー
株式会社ザ・アール
株式会社サイバー・コミュニケーションズ
株式会社サイバーコンサルタント
株式会社サイブリッジ
株式会社サイマル・インターナショナル
株式会社さくら事務所
佐々木食品工業株式会社
株式会社SummerTimeStudio
株式会社サムライソウル
株式会社サンエイ工務店
さんぎょうい株式会社
三幸エステート株式会社
三興製鋼株式会社
株式会社サンパック
GR Japan株式会社
株式会社ＧＮＶグローバルネットバリュー
株式会社シー・エヌ・エス
GMOグローバルサイン株式会社
株式会社ジールアソシエイツ
シェアリングテクノロジー株式会社
株式会社ＪＧマーケティング
株式会社ジェイティービー
シスコシステムズ合同会社
株式会社シマンテック
湘南美容外科クリニック
株式会社George P.Johnson
シロカ株式会社
株式会社 新保哲也アトリエ
株式会社ZUU
有限会社ズーティー
株式会社スタジオ・アルカナ
スタンシステム株式会社

テクマトリックス株式会社
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
株式会社電通
東京急行電鉄株式会社
トランスコスモス株式会社
株式会社ドリコム
トレンドマイクロ株式会社
株式会社ニトリホールディングス
日本エンタープライズ株式会社
日本オラクル株式会社
日本瓦斯株式会社
日本サード・パーティ株式会社
日本ユニシス株式会社
株式会社ネクシィーズ
株式会社ネクスト
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ
株式会社野村総合研究所
パーク２４株式会社
BEENOS株式会社
株式会社ビジョン
株式会社ファンケル
株式会社ファンコミュニケーションズ

株式会社スペースマーケット
スマイキー株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
学校法人洗足学園
SOINN株式会社
医療法人添田歯科医院
ソニー不動産株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社
株式会社ソフトアンドハード・デバイス
株式会社大広
D.C.  TRAINING JAPAN株式会社
株式会社DYM
株式会社デジタルクエスト
株式会社デジタルダイブ
テックビューロ株式会社
テンプスタッフ株式会社
東京バス株式会社
株式会社飛象
株式会社dof
中島工業株式会社
株式会社ナップ
株式会社ＮＩＣＳ
日商エレクトロニクス株式会社
日本アルカテル・ルーセント株式会社
株式会社日本経済社
株式会社日本決済情報センター
株式会社日本財託
日本ディクス株式会社
日本ファイナンシャルアカデミー株式会社
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会
日本マイクロソフト株式会社
株式会社ネオキャリア
株式会社ネオロジー
株式会社ネクステージ
株式会社ネクストビート
ノバシステム株式会社
株式会社ハースト婦人画報社
パーソル株式会社
株式会社パートナーエージェント
HybridMom株式会社
株式会社博報堂ＤＹデジタル
株式会社パソナテック
畠中整骨院
株式会社ハムステッド
バリオセキュア株式会社
株式会社パワーソリューションズ
ハンズラボ株式会社
株式会社ピアラ
株式会社ビークルーズ
株式会社ピーシーあきんど
PwCあらた監査法人
株式会社ビザスク
株式会社bitFlyer
株式会社ピー・ビー・アイ
株式会社Beyondsoft　Japan
株式会社ファランクス
ファルコンシステムコンサルティング株式会社
フォーシーズ株式会社
フォースバレー・コンシェルジュ株式会社
株式会社富士建設
フランツ株式会社
株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社フォトクリエイト
富士通株式会社
株式会社船井総研ホールディングス
フューチャーアーキテクト株式会社
株式会社プラザクリエイト
フリービット株式会社
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
株式会社プロネクサス
株式会社ベクトル
株式会社ベネッセホールディングス
株式会社ベネフィット・ワン
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
株式会社VOYAGE GROUP
株式会社 豆蔵ホールディングス
株式会社UBIC
株式会社ユニリタ
夢展望株式会社
ライフネット生命保険株式会社
楽天株式会社
レンゴー株式会社
株式会社ロックオン
株式会社ワイズテーブルコーポレーション

株式会社プランテックアソシエイツ
株式会社PLAN-B
freee株式会社
株式会社 ブリーズ
株式会社フリープラス
ブリッジインターナショナル株式会社 
フリュー株式会社
株式会社プルータス・コンサルティング
ブルームバーグL.P.
プレミアムウォーター株式会社
ブロケードコミュニケーションズシステムズ株式会社
株式会社プロット
プロパティデータバンク株式会社
株式会社フロンティアコンサルティング
ペイパルジャパン株式会社
株式会社ベーシック
株式会社ベッドアンドマットレス
弁護士法人リーガルアクシス
株式会社ベンチャーアソシエイツ
株式会社ベンチャーリパブリック
株式会社ホールハート
ホッピービバレッジ株式会社
ホテル･リザベーション･サービス株式会社
株式会社ホワイトプラス
株式会社マーキュリア インベストメント
マーサージャパン株式会社
株式会社マイネット
マカイラ株式会社
株式会社マネーフォワード
maneo株式会社
株式会社マピオン
マルコメ株式会社
水上印刷株式会社
株式会社MIST solution
メディアリンク株式会社
株式会社メルカリ
モトローラ・ソリューションズ株式会社
モンローシェリダン外国法事務弁護士事務所
株式会社ヤッホーブルーイング
株式会社ユーエムイー
株式会社ユーザベース
株式会社ユナイテッドオーシャンホールディングス
株式会社読売広告社
株式会社RiseUP
LINE株式会社
ラクスル株式会社
楽天コミュニケーションズ株式会社
ラッキーバンク・インベストメント株式会社
株式会社ラックスクエア
ランサーズ株式会社
株式会社ランドスケイプ
株式会社ランドマーク
株式会社リアライブ
株式会社リッチメディア
株式会社RINET
リネットジャパングループ株式会社
リノベる株式会社
株式会社リンクバル
レッドハット株式会社
レバレジーズ株式会社
株式会社ロイヤル
株式会社ＹＳＫ ｅ−ｃｏｍ
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(2016年07月14日現在）

 幹部紹介

監査役

高谷 康久
イー・ガーディアン株式会社

代表取締役社長

監査役

石田 宏樹
フリービット株式会社 代表取締役会長/創業者、
トーンモバイル株式会社 代表取締役社長

副代表理事

藤田 晋
株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長

理事

鉢嶺 登
株式会社オプトホールディング

代表取締役社長 CEO

理事

吉田 浩一郎
株式会社クラウドワークス

代表取締役社長 CEO

理事

松田 憲幸
ソースネクスト株式会社

代表取締役社長

理事

由利 孝
テクマトリックス株式会社

代表取締役社長

理事

井上 高志
株式会社ネクスト
代表取締役社長

代表理事

三木谷 浩史
楽天株式会社

代表取締役会長兼社長

 理事・監査役

秋好 陽介
ランサーズ株式会社
代表取締役社長 CEO

生駒 富男
株式会社ウィザス
代表取締役社長

伊地知 天
Creww 株式会社
代表取締役

石渡 美奈
ホッピービバレッジ株式会社
代表取締役社長

井上 智治
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ
代表取締役

植野 伸一
株式会社アサツー ディ・ケイ
代表取締役社長

江幡 哲也
株式会社オールアバウト
代表取締役社長

岡本 泰彦
ジェイコムホールディングス株式会社
代表取締役社長

奥谷 禮子
株式会社ザ・アール
会長

兼元 謙任
株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長

河之口 達也
エムオーテックス株式会社
代表取締役社長

佐々木 大輔
freee 株式会社
代表取締役

佐藤 光紀
株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表取締役社長

里見 治
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長

真田 哲弥
ＫＬａｂ株式会社
代表取締役社長

鈴木 みゆき
シスコシステムズ合同会社
代表執行役員社長

田中 良和
グリー株式会社
代表取締役会長兼社長

辻 庸介
株式会社マネーフォワード
代表取締役社長 CEO

内藤 裕紀
株式会社ドリコム
代表取締役社長

野本 弘文
東京急行電鉄株式会社
取締役社長 社長執行役員

船津 康次
トランスコスモス株式会社
代表取締役会長兼 CEO

程 近智
アクセンチュア株式会社
取締役会長

増田 宗昭
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表取締役社長兼 CEO

矢嶋 弘毅
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
代表取締役会長 CEO

林野 宏
株式会社クレディセゾン
代表取締役社長

　　　　

 幹事
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(2016年07月14日現在）

 プロジェクトチーム /タスクフォース

テーマ PT（プロジェクトチーム）
TF（タスクフォース）

日本のイノベーション
基盤の確立

ベンチャーフィランソロピーＰＴ
イノベーション社会基盤推進ＰＴ
　　ＩｏＴ価値創造ＴＦ
　　電子政府推進 TF
　　情報セキュリティＴＦ
　　Fintech 推進ＴＦ
新産業創出促進ＰＴ
　　ＭＶＮＯ事業推進ＴＦ
　　シェアリングエコノミー推進ＴＦ
不動産市場拡大推進ＰＴ

日本の起業環境・
ビジネス環境の向上

起業促進 PT
　　新経済人育成貢献ＴＦ
働き方におけるダイバーシティ実現 PT
税・社会保障検討 PT

日本のブランド力・
国際展開力の向上

教育改革 PT
観光立国 PT
地方創生 PT
少子化・人口問題検討 PT

その他
政策総務 PT（その他 PT）
会員委員会（会員活性化施策）

理事・監査役・幹事がメンバーとなり、政策提言活動や啓発活動の
企画・運営の母体となるプロジェクトチームやタスクフォースを構成しています。
取り扱うテーマにより、一般会員の参加も募集しています。
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 政策提言活動
会員の皆様からのご意見・ご要望等を踏まえ、様々な政策提言活動を行なっております。

上記のような提言活動のほか、政府検討会等への参画、パブリックコメントへの意見提出なども多数。

Japan Ahead
2015年5月14日

総額150兆円の経済効果をもたらす政策提案
①インテリジェント・ハブ化構想

（経済効果 約100兆円）
インターネットアウトバーン構想、

法人税の引下げなど

②最先端社会・スマートネイション
（経済効果 約20兆円）

新産業創出のための規制改革、
キャッュレス決済の促進など

③超観光立国 （経済効果 約30兆円）　
空港政策の再検討、シェアリング

エコノミーを促す環境整備、
都市の娯楽的魅力の向上など

ベンチャー・フィランソロピーと
社会的インパクト投資に関する提言

2016年4月28日

• 日本では投融資に依存する事業主体が欧米に
   比べ少ない
• アメリカではフィランソロピーエコシステム
    (ソーシャル・ビジネスに資金を効率的に配分、
   成功の果実を社会に還元）を形成
• 公益法人制度の見直し、社会的インパクト投資の
   促進、資産寄付税制の拡充など

ホームシェア推進に向けた追加提案

2016年5月2日

• シェアリングエコノミーの特徴を生かしプラット
   フォーム及びホストの双方が責任を分担する制度に
• プラットフォームは登録制に
• ホームステイ型・空き家型などを含め、多様な類型
   の住宅を対象とする
• 年間上限日数や、1泊当たりの宿泊人数制限等の
   要件は設けない

最先端社会・スマートネイションの実現に向けて

2016年4月28日

1. データの利活用
（官民データの利活用、流通市場の確立）
2. デジタルファーストの徹底

（対面書面原則の撤廃、行政手続きコストの削減）
3. 新経済・新産業発展のための環境整備

（新技術・新サービスの実践推奨）
4. マイナンバー制度の利活用

（キラーコンテンツの充実、スマホからの利用の早期実現）

シェアリングエコノミー活性化のための
具体的提案

2015年10月30日 

• ホームシェア：10兆円台の経済効果
• ライドシェア：3．8兆円以上の経済効果
   地方創生、都市・地方のモビリティの向上、
   観光立国などにも貢献
• 衛生や安全などの課題：ホスト・ドライバーとプラット
   フォームの双方による適切な対応をルール化

超観光立国
～1億人・30兆円の目標実現に向けて～

2016年3月25日

訪日旅行者数1億人・旅行消費額30兆円を達成するため
の具体的手段
１. インバウンド促進 （1億人・30兆円の目標達成に向けて）
    （１）日本を訪れてもらう
    （２）滞在中に快適に過ごし、消費してもらう
    （３）リピーターになってもらう
２. 国内観光の振興 （地域ごとの休暇の分散化）
３. 観光行政の体制強化

新たな時代の就職・採用活動に関する
基本的な考え方

2016年3月30日 

実学教育の充実やジョブ型雇用への移行など、教育 ・
雇用システム全体まで視野に入れた検討を
• 多様で柔軟でフェアな環境づくり
• 採用活動時期に縛られないインターン
• インターンの単位化など実学教育の充実
• スカイプ面接、ビデオインタビュー等の対面以外の
   選考方法
• SNSによるダイレクト・リクルーティング、AI・ビッグ
   データを用いた科学的採用
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 イベント

※役職・肩書きは当時のものです。

新経済サミット

新年会

 2016年度

◆ 主な催事
01月18日 新経済連盟 新年会

04月7-8日 新経済サミット2016

講演者：Playground Global 創業者兼CEO アンディ・ルービン様、エストニア
共和国首相 ターヴィ・ロイヴァス様  他

◆ その他
02月29日 新経済連盟 第六期社員総会

03月14日 第12回  新経済連盟幹事会

06月01日 第13回  新経済連盟幹事会

 2015年度

◆ 主な催事
01月22日 新経済連盟 新年会

04月7-8日 新経済サミット2015

講演者：京都大学iPS細胞研究所 所長/教授 山中伸弥様、Dropbox 共同設立者
兼CEO ドリュー・ヒューストン様、作曲家/プロデューサー YOSHIKI様  他

10月7日 新経済連盟 会員交流会

講演者：秋元康様、小山薫堂様、モデレーター：新経済連盟クリエイティブディレ
クター/株式会社ドフ代表取締役社長 齋藤太郎様

12月1-5日「みらいの視察団」 インド視察

12月15日 新経済連盟 失敗力カンファレンス 2015

講演者：堀江貴文様、セガサミーホールディングス株式会社 里見治様、株式会
社ニトリホールディングス 似鳥昭雄様  他

◆ その他
03月13日 第8回  新経済連盟幹事会

03月30日 新経済連盟 第五期社員総会

06月30日 第9回  新経済連盟幹事会

09月08日 第10回  新経済連盟幹事会

12月18日 第11回  新経済連盟幹事会

※会員には割引・無料などの参加特典があります（例外あり）
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会員交流会

みらいの視察団（海外視察）

失敗力カンファレンス

 2014年度

◆ 主な催事
01月20日 新経済連盟 新年会

04月9-10日 新経済サミット2014

講演者：Oracle Corporation CEO ラリー・エリソン様、AirAsiaグループCEO
トニー・フェルナンデス様、AME Cloud Ventures 共同創業者 ジェリー・ヤン 様 他

07月08日 新経済連盟 イノベーション大賞

受賞者：京都大学iPS細胞研究所所長・教授 山中伸弥様

12月19日 新経済連盟 失敗力カンファレンス 2014

講演者：慶應義塾大学大学院教授 夏野剛様、サイバーアイ・エンタテインメント
株式会社 久夛良木健様、株式会社USEN 取締役会長 宇野康秀様  他

◆ その他
02月27日 新経済連盟 第四期社員総会

03月06日 エストニア大統領との朝食懇談会

03月07日 第4回  新経済連盟幹事会

03月31日 政策懇談会

出席者：加藤勝信官房副長官、新経済連盟理事・幹事

05月19日 政策懇談会

出席者：山本一太IT・科学技術担当大臣、新経済連盟理事・幹事

06月26日 第5回  新経済連盟幹事会

09月26日 第6回  新経済連盟幹事会

11月17-21日「みらいの視察団」 フィンランド・エストニア・ベラルーシ視察

12月22日 第7回  新経済連盟幹事会

 2013年度

◆ 主な催事
04月16日 新経済サミット2013

講演者：Google上級副社長 アンディ・ルービン様、Square/Twitter 創設者 
ジャック・ドーシー様、Atomico/Skype 創業者 ニクラス・ゼンストローム様  他

06月21日 アベノミクスフォーラム

登壇者：小川英治様、小幡績様、竹中平蔵様、ロバート・アラン・フェルドマン様
モデレーター：山崎元様
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社員総会

イノベーション大賞

幹事会

◆ その他
02月05日 ネット選挙解禁に関するシンポジウム

登壇者：各政党所属国会議員、新経済連盟三木谷代表理事、岩瀬理事

02月22日 新経済連盟 第三期社員総会

06月20日 政策懇談会

出席者：自由民主党 衆議院議員 平井たくや議員、新経済連盟理事・幹事

06月25日 政策懇談会

出席者：民主党 参議院議員 鈴木寛議員、新経済連盟理事・幹事

07月04日 推薦候補者 発表記者会見

７.２１参議院議員選挙 新経済連盟 特定推薦候補者決定

07月10日 「VOTE FOR JAPAN 投票しよう」投票率向上活動

07月30日 第1回  新経済連盟幹事会

09月20日 第2回  新経済連盟幹事会

12月20日 第3回  新経済連盟幹事会

 2012年度

06月01日 「新経済連盟」始動 （eビジネス推進連合会からの改称)

07月25日 内閣府特命担当大臣古川元久様との政策意見交換会

出席者：内閣府特命担当大臣 古川元久様、新経済連盟役員

12月04日「選挙へ行こう」キャンペーン

12月21日 自由民主党 安倍晋三総裁との政策意見交換会

出席者：自由民主党総裁 安倍晋三様、新経済連盟役員
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 会員セミナー
※原則毎月開催。会員は無料でご参加いただけます。

 2016年度

01月13日『海外高度ITエンジニア採用・活用成功事例』

講師：フォースバレー・コンシェルジュ代表取締役社長 柴崎洋平様

02月22日『プログラミング教育セミナー』

講師：文部科学省情報教育課長 磯寿生様、株式会社CA Tech Kids 
代表取締役 上野朝大 様、愛知教育大学准教授 磯部征尊 様

03月07日『国際投資家が求める「グローバルビジネス」、米国
人弁護士が語る日系企業の国際化戦略』

講師：モンローシェリダン・A・リード 様、佐々木・ジョン・洋介 
様、ネルス・ハンセン 様

 2015年度

01月29日『公的個人認証について』

講師：総務省自治行政局住民制度課企画官 上仮屋尚様

02月06日『第4回  Internet of Things(IoT) 価値創造WG』

事務局：シスコシステムズ合同会社

02月18日『ヘッドハンティングを活用した経営人材の外部招聘』

講師：兆株式会社 代表取締役 近藤保様

03月02日『総務省：ふるさとテレワーク推進事業について』

講師：総務省情報流通行政局 情報流通高度化推進室長 田邊光男様

03月09日 不動産取引に係るＩＴ活用重要事項説明検討会
「最終とりまとめ」に関する説明会

講師：国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 清瀬和彦 様

05月21日 国家戦略特区に関する説明会

講師：内閣府地方創生推進室次長 藤原豊様

06月03日 駐日本韓国大使館主催
「第3回 創造経済（Creative Economy）フォーラム」

06月18日『民間実務におけるマイナンバー対応』

講師：株式会社富士通総研経済研究所 主席研究員 榎並利博様

08月04日『マイナンバー制度の民間利用』

講師：経済産業省 CIO補佐官 満塩尚史様

08月26日『インターネットの潮流とそれを踏まえた新規事業
の創り方』

講師：株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ 代表取締役社
長 田島聡一様

09月14日『公的個人認証サービスの民間活用の可能性』

講師：総務省 住民制度課企画官兼外国人住民基本台帳室長 上仮
屋尚様

09月30日『インターネットセキュリティに関する会員セミナー』
(「情報セキュリティＴＦ」主催)

講師：OWASP JAPAN代表 岡田良太郎様、HASHコンサルティン
グ株式会社 代表取締役 徳丸浩様 他

10月22日『平成27年改正個人情報保護法の概要』

講師：弁護士・ひかり総合法律事務所 板倉陽一郎様

11月17日『インドのIT系スタートアップ市場ならびに、
日本企業のインド進出概論』

講師：リブライト パートナーズ 代表パートナー 蛯原健様
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 2014年度

01月30日『デジタル時代の著作権WG』

講師：国際大学グローバルコミュニケーションセンター客員教授　
城所岩生様

03月12日『世界で広がるプログラミング教育最新動向』

講師：株式会社CA Tech Kids 代表取締役社長　上野朝大様

04月16日『第1回  Internet of Things(IoT) 価値創造WG』

事務局：シスコシステムズ合同会社

04月22日『一人一票同一価値こそ成長戦略の中核』

講師：日比谷パーク法律事務所　弁護士 久保利英明様

05月23日『消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
事の裁判手続の特例に関する法律』

講師：消費者庁消費者制度課長　加納克利様

06月04日『第1回  インターネット・セキュリティWG』

事務局：株式会社オウケイウェイヴ

06月18日『第2回  Internet of Things(IoT) 価値創造WG』

事務局：シスコシステムズ合同会社

07月23日 駐日本韓国大使館主催
「第2回 創造経済（Creative Economy）フォーラム」

07月24日 第1回  人事担当者向け勉強会
(「知識社会型新たな就労環境実現PT」主催)

講師：ネットワンシステムズ 経営企画本部 人事部 シニアエキス
パート 下田英樹様

07月31日 経営層向け有識者懇談会
(「知識社会型新たな就労環境実現PT」主催)

講師：独立行政法人 労働政策研究・研修機構 労使関係部門 統括
研究員 濱口桂一郎様

08月11日『東南アジアおよびインドネシア市場のインター
ネット概況』

講師：株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ インドネシ
ア事務所代表 鈴木隆宏様

08月21日『内閣官房様による国家戦略特区に関する説明会』

講師：内閣官房担当部局

09月25日 第2回  経営層向け有識者懇談会
(「知識社会型新たな就労環境実現PT」主催)

講師：リクルートワークス研究所 所長 大久保幸夫様

10月08日『IFRSと企業経営』

講師：国際会計基準審議会(IASB) 理事 鶯地隆継様

10月17日『ワシントンD.C.におけるロビー活動』

講師：国ジョージワシントン大学ポリティカルマネジメント大学
院 学校長 マーク・ケネディ様

10月22日『第3回  Internet of Things(IoT) 価値創造WG』

事務局：シスコシステムズ合同会社

10月27日 第3回  経営層向け有識者懇談会
(「知識社会型新たな就労環境実現PT」主催)

講師：株式会社ジョーズ・ラボ 代表取締役 城繁幸様

11月26日 第2回  人事担当者向け勉強会
(「知識社会型新たな就労環境実現PT」主催)

講師：イー・ガーディアン株式会社 溝辺裕様、
エン・ジャパン株式会社 木田章範様・木下幸子 様
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 2013年度

01月24日『GoogleのMobile/Display広告戦略』

講師：グーグル株式会社 広告ソリューション推進本部執行役員
香村竜一郎様

03月07日『迷惑メール技術対策WG』

講師：ニフティ株式会社 加瀬正樹様、ヤフー株式会社 島貫和也様、
株式会社パイプドビッツ 遠藤慈明様、楽天株式会社 安高元気様

03月15日『共通ポイントサービス「Tポイント」の会員データ
分析によるマーケティング』

講師：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社　横江正治様

05月31日『インターネット選挙運動解禁に向けて』

講師：総務省 川崎穂高様、鈴木康之様、関原秀行様 

06月26日『京都大学との共同研究によるデータ分析と検索
エンジンの変化から見る最新SEO動向』

講師：株式会社サイバーエージェント　木村賢様

07月24日『企業や働き方に急激な変化をもたらしているクラ
ウドソーシングの最新動向』

講師：株式会社クラウドワークス　代表取締役社長兼CEO  吉田
浩一郎様

08月27日『国内Ｅコマース市場とデジタルマーケティング』 

講師：株式会社ロックオン事業戦略室 兼 マーケティングメト
リックス研究所　豊澤栄治様

09月12日『「日本再興戦略」の概要と「世界最先端IT国家創
造宣言」について』 

講師：内閣官房日本経済再生総合事務局 内田雄一郎様、小浦克之様

09月25日『京都大学との共同研究によるデータ分析と検索
エンジンの変化から見る最新SEO動向』

講師：株式会社サイバーエージェント 木村賢様

10月15日『特許庁による意匠法改正に関する勉強会』

講師：特許庁 御担当官様

10月17日『The Internet of Everything "すべてはイン
ターネットにつながる"』

講師：シスコシステムズ合同会社 専務執行役員 木下剛様

11月26日 駐日本韓国大使館主催
「創造経済（Creative Economy）フォーラム」

12月17日『東急電鉄における渋谷駅及び沿線周辺開発の将来像』

講師：東京急行電鉄株式会社 執行役員都市開発事業本部 ビル事
業部長 濵名節様

 2012年度

06月21日『技術的視点からみた2020年のインターネット世界』

講師：フリービット株式会社 代表取締役CEO 石田宏樹様

07月03日『ライフネット生命の挑戦』

講師：ライフネット生命保険株式会社 代表取締役副社長 岩瀬大輔様

09月10日『GMOインターネットグループの成長戦略』

講師：GMOインターネット株式会社 専務取締役 グループ事業部
門統括 西山裕之様

10月30日『日本発のE-Commerce企業におけるビッグデー
タ戦略と未来への課題』

講師：楽天株式会社執行役員兼楽天技術研究所長 ビッグデータ
部副部長 森正弥様

11月27日『イノベーションとマイクロソフト：Windows8』

講師：マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 澤円様

12月19日『グローバルコミュニケーションアプリ「LINE」
の成長と今後の可能性』

講師：NHNJapan株式会社執行役員広告事業グループ事業グルー
プ長 田端信太郎様
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 新経済サミット

NES STARTUP COMPETITION

前夜祭 Networking Party

 新経済サミット2016

-  新 経 済 サミット2016 -

2016年4月7日、8日 「新経済サミット2016 （NEST2016)」を開催いたしました。
前回より引き続き”Hello, Future!”をテーマに掲げ、世界中から招いた最先端のアントレプレナー・イノベーターが登壇し、
二日間のべ3000名の方にお越しいただきました。　
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 新経済サミット2016 プログラム

※役職・肩書きは当時のものです。

スタートアップが成功する秘訣
ピーター・ベル (Highland Capital Partners パートナー)
茶尾克仁 (DCM 共同創業者兼ジェネラルパートナー)
福山太郎 (AnyPerk CEO兼共同創業者)
スマント・マンダル (March Capital Partners 共同創業者兼マネージング・
ディレクター/Clearstone Venture Partners マネージング・ディレクター)
モデレーター / 西山誠慈 (ウォール・ストリート・ジャーナル 日本版編集長)

NEST STARTUP CHALLENGE

KEYNOTE SPEECH
ターヴィ・ロイヴァス (エストニア共和国 首相)

SPECIAL SESSION
YOSHIKI (作曲家、プロデューサー、アントレプレナー)
三木谷浩史 (楽天株式会社 代表取締役会長兼社長/新経済連盟 代表理事)

SESSION1　医療のイノベーション
頭脳循環と知られざる日本のポテンシャル
鍵本忠尚 (株式会社ヘリオス 代表取締役社長)
小林久隆 (分子イメージングプログラム・アメリカ国立がん研究所・米国NIH 主任研究員)
森敬太 (サンバイオ株式会社 代表取締役社長/SanBio, Inc. Co-CEO, 
Chairman, Co-Founder)
モデレーター / 櫛田健児 (スタンフォード大学 リサーチアソシエート/Stanford 
Silicon Valley – New Japan Project プロジェクトリーダー)

SESSION2　産業用ドローン時代の幕開
ドローンが開拓する新たなB2B市場
クリス・アンダーソン (3D Robotics CEO/DIY Drones 創設者)
熊谷俊人 (千葉市長)
野波健蔵 (千葉大学特別教授/株式会社自律制御システム研究所 代表取締役社長)
程近智 (アクセンチュア株式会社 取締役会長/新経済連盟 幹事)

SESSION3　教育の未来
人材育成の新しいカタチ
長谷川敦弥 (株式会社LITALICO 代表取締役社長)
リンダ・リウカス (Rails Girls 共同設立者)
マイト・ミュンテル (Lingvist Inc. CEO&共同創業者)
モデレーター / 鈴木寛 (東京大学公共政策大学院 教授/慶應義塾大学政策メ
ディア研究科兼総合政策学部教授 教授/文部科学大臣補佐官)

SESSION4　世界のフィランソロピー最新トレンド
注目されるベンチャーフィランソロピーやインパクト投資
アイリーン・ヒラノ・イノウエ (米日カウンシル 会長)
白石智哉 (ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事)
ジョナ・ウィットキャンパー (Nexus 共同創設者兼グローバルディレクター)
モデレーター / 三木谷浩史 (楽天株式会社 代表取締役会長兼社長/新経済連盟 代表理事)

SESSION5　日本・FinTech大国化宣言
日本のお金の流れや決済が変わる
北澤直 (株式会社お金のデザイン 取締役COO)
小林重信 (楽天株式会社 執行役員 楽天スマートペイ事業長)
佐々木大輔 (freee株式会社 代表取締役/新経済連盟 幹事)
佐藤航陽 (株式会社メタップス 代表取締役CEO)
辻庸介 (株式会社マネーフォワード 代表取締役社長CEO/新経済連盟 幹事)
モデレーター / 小澤博史 (ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 
マネージング・ディレクター)

SESSION6　フィンテック最前線
オンラインの融資革命
ティム・クラーク (Avant キャピタルマーケット部門長)
ジェームス・グティエレス (Insikt CEO兼共同創業者/Oportun創業者)
エアル・リフシッツ (BlueVine 創業者兼CEO)
モデレーター / オスカー・ミエル (楽天フィンテックファンド マネージングパートナー)

SPECIAL SESSION
崩壊を受容する：シリコンバレーからアジアへ
アーネスティン・フー (Alsop Louie Partners ベンチャーパートナー)
インタビュアー / ピーター・ベル (Highland Capital Partners パートナー)

SPECIAL SESSION
ピーター・ヴェスターバッカ (Rovio Entertainment Ltd. マイティイーグル)

KEYNOTE SPEECH
ロボット工学と人工知能がついに結ばれる
アンディ・ルービン (Playground Global 創業者兼CEO)

SESSION7　世界が注目！成長を続けるインドのスタートアップエコシステム
成長の秘訣はどこに？
サヒル・バルア (Delhivery CEO兼共同創業者)
アルヴィンド・グプタ (デジタル・インディア・ファンデーション 創設者/インド人民
党 ナショナル・テクノロジー・ヘッド)
ラジェシュ・サハニ (InnerChef 共同創業者/GSF 創業者)
モデレーター / 松田憲幸 (ソースネクスト株式会社 代表取締役社長/新経済連盟 理事)

SESSION8　Tokyo as a New Silicon Valley
-東京から世界にイノベーションを-
藤田晋 (株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長/新経済連盟 副代表理事)
伊地知天 (Creww株式会社 Founder & CEO/新経済連盟 幹事)
松本恭攝 (ラクスル株式会社 代表取締役)
田中良和 (グリー株式会社 代表取締役会長兼社長/新経済連盟 幹事)
モデレーター / 大西康之 (ジャーナリスト)

SESSION9　未来のモビリティ
ライドシェアリング・自動運転がもたらす変革
フアン・デ・アントニオ (Cabify 創業者兼CEO)
ローガン・グリーン (Lyft 共同創業者兼CEO)
菅沼直樹 (金沢大学 准教授/新学術創成研究機構 未来社会創造コア自動運転ユ
ニット ユニットリーダー)
モデレーター / 久保田洋子 (ウォール・ストリート・ジャーナル 記者)

SESSION10　超観光立国（おもてなし立国）への道のり
日本の観光ポテンシャルを最大限に引き出すには？
星野佳路 (星野リゾート 代表)
井上高志 (株式会社ネクスト 代表取締役社長/新経済連盟 理事)
ピーター・ランダース (ウォール・ストリート・ジャーナル 東京支局長)
山本考伸 (楽天株式会社 執行役員トラベル事業長)
モデレーター / 柴田啓 (株式会社ベンチャーリパブリック 代表取締役社長兼CEO)

CLOSING SESSION

NETWORKING PARTY
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※役職・肩書きは当時のものです。

 新経済サミット2015

 新経済サミット2014

 新経済サミット2013

ラリー・エリソン
Oracle Corporation CEO

ドリュー・ヒューストン
Dropbox 共同設立者兼CEO

ジェリー・ヤン
AME Cloud Ventures

共同創業者

アディ・タタルコ
Houzz CEO兼共同創業者

トニー・フェルナンデス
AirAsia グループCEO

ネイサン・ブレチャージク
Airbnb CTO兼共同創設者

アレックス・ラスキー
Opower 社長兼創業者

ターヴィ・コトカ
エストニア政府CIO 

経済通信省事務次官補(ICT担当)

キャリー・コラジェイ
PayPalグローバルプロダクト

ソリューションズ、VP

YOSHIKI
作曲家、プロデューサー、

アントレプレナー

アンディ・ルービン
Google 上級副社長

二クラス・ゼンストローム
Atomico CEO /

Skype 共同創業者

ジャック・ドーシー
Square 共同創業者・CEO /

Twit ter 共同創業者

ベン・シルバーマン
Pinterest 共同創業者・CEO

フィル・リービン
Evernote Corporation 

CEO
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 入会のご案内

 お問い合わせ
一般社団法人 新経済連盟 事務局

Address 〒107-0052
東京都港区赤坂 1-14-5　アークヒルズエグゼクティブタワー 8 階　N811

Tel 050-5835-0770

Mail info@jane.or.jp
( 広報担当へのお問い合わせ : press@jane.or.jp )

Web http://jane.or.jp/

会費について [一般会員] 年会費 20万円／1口（入会金なし）
※ 事業年度は 1 〜12 月です。下半期 (7 〜12 月 ) の入会に関しては、当該年度の年会費は 10 万円／ 1 口となります。

会員の活動
（全て任意です）

- 各種セミナー・交流会などへの参加
- 政策テーマの調査（提言作成など）への参加
- 新経済連盟が主催するイベントでの優待（無料参加・割引価格でのご参加）

-定期・不定期の情報提供
-アンケート調査等へのご参加

Webからの入会受付 受付確認の
自動配信メール 理事会の承認 会費のお支払い

新経済連盟ウェブサイト
の入会フォームより、必要
事項を入力してください。

申込みが正しく行われる
と、数分後にメールが自動
で送信されます。メールの
受信をご確認ください。

理事会にて入会承認作業を
行います。お申込みから正式
入会まで1〜2ヶ月程度を要
しますので、ご注意ください。

お支払い方法、支払い口座
等は別途事務局からご連
絡させていただきます。




