
日付 ゲスト（敬称略） 内容
2014/4/4 ㈱国際戦略コンサルティング 代表取締役会長 三浦　一志 欧米・アジア・アフリカ諸国との関わり
2014/7/30 ㈱ALMACREATIONS 代表取締役 神田　昌典 「Read for Action」と「100%mad」
2014/8/25 ㈱インプレザリオ 代表取締役社長 佐藤　真理子 雑誌「ACT4」について
2014/10/27 ㈱ヤマシタコーポレーション 代表取締役社長 山下　和洋 福祉用具レンタル事業について

2014/11/12 日本アビオニクス㈱　
代表取締役社長
執行役員
赤外・計測事業部　主幹

秋津　勝彦
土川　稔
福山　伸弘

会社概要および赤外線サーモグラフィについて

2015/2/12 ＮＥＣマネジメントパートナー㈱
取締役執行役員
シニアマネージャー

野村　和宏
山崎　明子

新・人材開発サービスについて

2015/2/26 日本中央研究所㈱
代表取締役社長
プロジェクトマネージャー

間中　恭弘
田中　琢真

遮熱塗料アドグリーンコートについて

2015/4/21 教育改革実践家 藤原　和博 学校教育への取り組み
2015/5/27 衆議院議員・農林部会長 齋藤　健 農林界の実情、農林改革について
2015/6/11 水戸徳川家15代目当主 徳川　斉正 水戸徳川家の歴史　～家康公没後400年～
2015/6/24 徳川将軍家19代目次期当主 徳川　家広 関ヶ原の戦いの真実と平和主義

2015/7/9
東京フーズクリエイト㈱
㈱ai環境福祉ケア
㈱ai環境福祉ケア

代表取締役社長
代表取締役社長
専務取締役

大石　吉三
前川　眞樹美
藤田　健一

内臓脂肪カット米“芽ぐみ米”について

2015/7/23 ユースシアタージャパン㈱ 劇団運営委員 植木　護 劇団ユースシアタージャパンについて
2015/8/5 ㈱山城経営研究所 代表取締役社長 鈴木　豊 会社概要および事業内容について～経営に心と道を～
2015/8/27 エイム㈱ 代表取締役会長 桜井　淑敏 ル・マンへの挑戦

森本財団 理事長 森本　キミ 若い世代に伝えたいこと、群馬県の素晴らしさ
日本大学　総合科学研究所 教授・医学博士 千葉　敏雄 ８Ｋ内視鏡について
ＮＰＯ法人　ポプラ 北海道代表 西間木　俊光 自給自足型大家族連帯制度について
実践リスク・マネジメント協会 理事長 武井　勲 リスク・マネジメントについて
衆議院議員・農林部会長 齋藤　健 最近の取り組みについて

2015/10/22 中川特殊鋼㈱ 取締役副社長 中川　浩司郎 創業90年を超えて

2015/11/19 リオプラス㈱
代表取締役社長
メンバー

林　俊介
久保江　勝二

指紋認証・人工知能等セキュリティの最先端技術とビジネスの将来

2016/1/15 東京大学 准教授 松尾　豊 人工知能は人間を超えるか

2016/2/18 LCA国際小学校
代表取締役校長
校長代理

山口　紀生
西村　昭比古

英語のイマ―ジョン教育で国際人を育てる
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2016/3/17 ㈱ＪＰＳ　
代表取締役社長
営業課長
営業

平下　治
角谷  直樹
江口  大河

エリアマーケティングのための各種空間情報

2016/4/20 ㈱トライハード・インベストメンツ 執行役員　 田村　俊隆 事業説明・再建戦略について
2016/5/19 Dhillon Marty Inc. ｿﾆｱ・ﾃﾞｨﾛﾝ-ﾏｰﾃｨ インドにおけるスマートシティについて
2016/6/16 旧 朝香宮家　３代目当主 朝香　誠彦 朝香宮家の歴史

シーメンス㈱ 専務執行役員 島田　太郎 第四次産業革命（インダストリー4.0）の現実と未来
㈱ウィズダムアカデミー 代表取締役 鈴木　良和 学童保育の新たな形

2016/9/15 日成ビルド工業㈱
代表取締役社長
執行役員　経営戦略室　部長

森岡　篤弘
島田　英樹

ワンストップソリューションを提供する建設会社を目指して

2016/10/20 ㈱ALMACREATIONS 代表取締役 神田　昌典 最新のマーケティング手法について
2016/11/17 吉田国際特許事務所 所長弁理士 吉田　芳春 技術・アイデア・サービスを収益にする知財経営
2017/1/19 かどや製油㈱ 代表取締役社長 小澤　二郎 事業説明・ごま製品の今後の展望について
2017/2/28 エーピーアイコンサルタンツ㈱ 副社長 白坂　嘉通 EP(Executive　Program)について
2017/3/28 ㈱AKI ISHIZAKA 代表取締役社長 石坂　泰章 アート的な発想での差別化経営/副次的な経済メリット
2017/4/13 ㈱インナーコーリング　 代表取締役社長 吉田  顕一郎

㈱インフォデリバ
代表取締役会長兼社長
取締役副社長
顧問

尚　捷
伊藤　嘉邦
城山　一成

健康長寿延伸を実現する未病テック・プラットフォームについて

㈱エコ・クリエーション 代表取締役 山田　健三 次世代燃料生成装置およびエネコのエマルジョン燃料について
映画監督 錦織　良成 映画「たたら侍」について
アクア・プラン㈱ 代表取締役 北山　喜一　 水道料金を20％近く削減する、節水器アクアクルーについて
㈱プロフィット・ラボラトリー 代表取締役社長 平川　雅之 独自のマーケティング手法「パブリシティ・マーケティング」について
㈱企業家ネットワーク 代表取締役社長 徳永　健一 雑誌「企業家倶楽部」

2017/7/25 JAXA(宇宙航空研究開発機構) 名誉教授 中谷　一郎 ロボットとAIにより激変する社会
2017/8/22 ㈱オプティム 代表取締役社長 菅谷　俊二 ネットを空気に変えるイノベーション戦略

2017/9/26 西郷南洲東京顕彰会 会長　（創立1984年、4代目） 隈元　泰弘
島流し等過酷な経験を乗り越え、あらゆる困難に立ち向かい
維新回転の大業を成し遂げた西郷さんの魅力について

㈱エルテス 代表取締役 菅原　貴弘 逆張り発想で市場を切り開く～デジタルリスクへの挑戦～
ニューインデックス㈱ 代表取締役社長 津田　武 学歴下剋上！新卒採用に革命を引き起こす新たな挑戦
㈱ラックランド 代表取締役社長 望月　圭一郎 「LIFE X LIFE」人々の生活を創りだすサービス業へ
㈱ディ・シー・エス　 取締役会長 三浦　一志 認知症予防のための脳サプリ『生源コリン（仮）』
㈱ストームピクチャーズ　 代表取締役 / 映画監督 五十嵐　匠 映画「地上の星」知られざる巨人・二宮尊徳、その実像を追って

2017/12/15 WWFジャパン 事務局長 筒井　隆司 「天地の大徳」－環境保護と企業活動―
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書家 岡西　佑奈 個展「青曲」
日本ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ財団 理事長 成瀬　久美 シャーロット・ド・ロスチャイルド＆西川悟平　TaiYouコンサート
㈱グローバルエンジニアリング 代表取締役COO 高橋　宏忠 電力ビジネスとエネルギーマネジメント
アルビオンアート㈱ 代表取締役 有川　一三 ジュエリーとアルビオンアートの目指す姿

2018/3/20 公益財団法人東洋文庫 専務理事 杉浦　康之 東洋文庫へようこそ

2018/4/17
ユナイテッド・ワールド・カレッジ
ISAKジャパン

代表理事 小林　りん 次世代を担う若者たちのために

2018/5/22 EPSホールディングス㈱ 代表取締役社長 田代　伸郎 ヘルスケア ソリューション プロバイダーを目指して
NPO SUGIHARA 代表 杉原　伸生 日本のシンドラー　杉原千畝の真実
SAGA財団 創設者 / 財団審議会長 Ido Sadeh Man
Mangrove Capital Partners パートナー Roy Sarr

2018/7/31 リンパ球バンク㈱ 代表取締役社長 藤井　真則 がんと闘う免疫細胞療法について
2018/8/28 Mountain Partners AG Founder &Executive Chairman of the Board Dr. Comelius Boersch 幸福、成功そしてデジタル革命
2018/9/18 ㈱ケンコームJAPAN 代表取締役社長 藤巻　伽蓉 人生100歳時代のエグゼクティブな健康管理のご提案
2018/10/23 ニューヨーク市立大学大学院 名誉教授 霍見　芳浩 アメリカの実情、外から見た日本
2018/11/26 ㈱EARCH-YOU 代表取締役/Co－Founder 吉田　俊明 起業に遅すぎるということはない
2018/12/17 参議院議員 林　芳正 Society5.0に向けての教育と科学技術
2019/1/28 ㈱ユニコン 代表取締役社長 田中　隆一 Blockchain Cryptocurrency Impact
2019/2/6 Vintage Investment Partners Founder and Managing Partner Alan Feld Fund of Funds V(Israeli Ventures)
2019/2/26 ボードウォーク・キャピタル㈱ 代表取締役社長＆CEO 那珂　通雅 外資金融から見た日本のベンチャーの未来

代表取締役 城戸　幸一郎
CTO 片岡　拓

2019/5/28 エクスポネンシャル・ジャパン㈱ 共同代表 齋藤　和紀 AI時代に必要なエクスポネンシャル思考、企業の在り方

2019/6/25 慶應義塾大学 商学部　教授 清水 聰
新時代のマーケティング
―消費者の意思決定プロセスから実際の消費行動の予測まで―

イスラエル経済産業省 海外投資産業協力局長 Ziva　Eger
SANARA VENTURES 主幹 Assaf　Barnea

2019/7/23 東京大学大学院 情報学環 准教授 高木　聡一郎 ブロックチェーン技術のビジネスへのインパクト
2019/9/24 一般社団法人縄文道研究所 代表理事 加藤　春一 縄文道と新縄文人――日本の危機を救う鍵
2019/10/29 ㈱パグズ 代表 久保江　勝二 人工知能活用の真髄と高速処理技術
2019/11/26 ㈱Augmentation Bridge 代表取締役 小栁 肇 企業デジタルトランスフォーメーション

新国際デジタル通貨が変える世界と日本
2018/6/12

2018/2/20

2018/1/23

2019/7/3 イスラエル国家が総力を投入している国内外の投資の案件等

2019/4/23 エンゲート㈱ ブロックチェーン技術の実用化の現状と、今後の展望


