次世代CIO・経営層育成プログラム

イノベーション経営カレッジ
®

I n n ov a t i o n M a n a g e m e n t C ol l e g e o f J a pa n
CEO・CIOによる熱意あふれるケーススタディ、
志を同じくする仲間とのディスカッションなど、
9日間の合宿プログラムを通し、
「企業と人の心を変革するイノベーション」実現のための
活きた力と感動・勇気を得てください！

2014年度 第11期・12期 IMCJプログラム開催日程
第

11 期

12 期

第

プレオリエンテーション 7月17日
（木）

プレオリエンテーション 10月17日
（金）

前半4日間 7月29日
（火）〜 8月1日
（金）

前半4日間 10月27日
（月）〜30日
（木）

後半4日間 8月26日
（火）〜 29日
（金）

後半4日間 11月25日
（火）〜28日
（金）

総括 10月10日
（金） ※予備日 10月9日
（木）

総括 2015年1月9日
（金） ※予備日 1月8日
（木）

参加費用

詳細

前後期の宿泊（軽井沢プリンスホテル個室）･食事代込み /

http: //imc- j. jp

会場までの交通費は含みません。

詳細なパンフレットもご用意しています。お問い合わせください。

1名様あたり 680,000円（消費税込）

「イノベーション経営カレッジ」
「 Innovation Management College 」
「 IMCJ」およびそのロゴは、一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会の登録商標です。

［2014年度 第11期･第12期 プログラム］

®

日程

１限

8:45〜10:15

2限

10:30〜12:00

3限

4限

13:15〜14:45

講 義 ･ケーススタディ
「イノベーションリーダー の 役 割 」

1日目
前 半

2日目

ケーススタディ「ITガバナンス」

3日目

ケーススタディ「業務プロセス改革」

4日目

ケーススタディ「イノベーション経営」

6限

16:45〜18:15

18:30〜

ディスカッション「イノベー
ションリーダーの役割」

交流会

講義「ITガバナンス」
講義
講義・ケースディスカッション「経営戦略」
「業務プロセス改革」

オリエンテーション
講義・ケースディスカッション
「イノベーション経営」

1日目
後 半

2日目

ケーススタディ「IT戦略」

講義「IT戦略」

3日目

ケーススタディ「情報活用戦略」

ディスカッション「イノベーション経営」

4日目

ケーススタディ「イノベーション経営」

オリエンテーション

総 括

予備日
1日目

5限

15:00〜16:30

講義「情報活用戦略」

（総合発表）
オリエンテーション・交流会

総合発表

ケーススタディ

満足
13％

石野 普之氏
（株）
リコー IT/S本部長 8期/10期「ITガバナンス」
石原 邦夫氏
東京海上日動火災保険（株）取締役会長
1期/3期/4期「経営（CEO視点）」 5期/6期「CEOからCIOへの期待」

全体的な評価

遠藤 紘一氏
元（株）
リコー 副社長 現政府CIO 1〜4期「経営（CIO視点）」 5〜10期「イノベーション経営」

とても満足
87％

大路 延憲氏
花王（株）理事 前情報システム部門統括 5期/6期/8期/9期「情報活用戦略」

わからない
7％

鏑木 正氏
東京ガスケミカル（株）代表取締役社長 3期「リーダーシップ」
木内 里美氏
大成ロテック（株）常勤監査役 5期「ITガバナンス」
菊川 裕幸氏
JFEシステムズ（株）代表取締役社長 1期/2期「IT組織戦略」
3期/4期「IT組織・人材戦略」 6期/7期/9期「ITガバナンス」

IMCJプログラムへの
推薦意向
ぜひ薦めたい
93％

木村 昌平氏
セコム（株）相談役 5〜10期「イノベーション経営」
行徳 セルソ氏
日産自動車（株）執行役員 CIO 1期/2期「IT投資管理」 3期「ITガバナンス」

重松 直氏
東レ（株）常任理事 3期/4期「IT投資管理」

参加者の年齢層

白川 貴久子氏
（株）NTTドコモ 情報システム部 情報戦略担当部長 7期/10期「情報活用戦略」

40代
77%

鈴木 義伯氏
（株）日本取引所グループ 専務執行役 CIO
（株）東京証券取引所 専務取締役 （株）大阪証券取引所 専務執行役員
1期/2期「リーダーシップ」 3期「情報戦略」 5期/10期「IS戦略」
西川 清二氏
（株）NTTドコモ 常務執行役員 CIO 情報システム部長 9期「IS戦略」

30代
7％

50代
16%

齋藤 正勝氏
カブドットコム証券（株）取締役 代表執行役社長
1期/2期/4期/6期「リーダーシップ」 7期「IS戦略」

お申し込み、お問い合せは

福井 靖知氏
パナソニック（株）上席理事 4期「ITガバナンス」
森 正弥氏
楽天（株）執行役員 8期「IS戦略」
矢澤 篤志氏
カシオ計算機（株）執行役員 生産資材統轄部 副統轄部長
1〜10期「業務プロセス改革」

〒103 - 0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10 -11 井門堀留ビル4階
TEL：03-3249-4101/ FAX：03-5645-8493
イノベーション経営カレッジ担当 E-mail：im̲college@juas.or.jp

横塚 裕志氏
東京海上日動システムズ（株）代表取締役社長 5期「リーダーシップ」
横溝 陽一氏
（旧（株）
ローソン 常務執行役員 CIO）
（株）
リガク 取締役 専務執行役員 営業本部長
1期/2期/4期「情報戦略」 3期「CIOの新たな役割」
5〜8期「情報活用戦略」 9期/10期「イノベーションリーダーの役割」
※掲載は50音順、
所属・役職は登壇当時。
第1〜10期の講義、
ケースメソッド等の講師陣は
次のURLを参照ください。http://imc-j.jp/program/lecturer/

株式会社NTTデータ 総務部 社会貢献推進室 イノベーション経営カレッジ推進担当
TEL：050-5546-8697 / FAX：03-5546-8068 / E-mail：nttdata@imc-j.jp
※イノベーション経営カレッジは、株式会社NTTデータの20周年記念事業の支援を受けて
創設しました。NTTデータでは引き続き活動への協力・支援を行っております。

