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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、未来に対して責任のある団体として痛みを伴う改革にひるむことなく、
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
れることなく、来たるべき社会経済の姿を構想し提示していきます。

活動開始

2012 年 6 月 1 日

会員構成
一般会員

435 社
合計

賛助会員

561 社

126 社

(2018年12月26日現在）
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会員一覧
一般会員
アイアンドエルソフトウェア株式会社
株式会社アイアンドシー・クルーズ
株式会社iOffice
ICONIC Japan Co., Ltd
株式会社アイドマ・ホールディングス
株式会社i-plug
株式会社アイモバイル
アイ・モバイル株式会社
株式会社アイル
株式会社アヴェル
株式会社AOI Pro.
株式会社アカツキ
akippa株式会社
株式会社アクアイグニス
株式会社アクシス
アクセンチュア株式会社
株式会社アクティブ アンド カンパニー
株式会社アサツー ディ・ケイ
株式会社あしたのチーム
株式会社アチーブゴール
株式会社アップル
株式会社アト
アドバンサー株式会社
株式会社アドバンテッジパートナーズ
株式会社アドブレイブ
ATOMICO
アナグラム株式会社
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
アベ印刷株式会社
アララ株式会社
株式会社アリアシステム
アルトデザイン株式会社
アンダス株式会社
株式会社AMBITION
アンファー株式会社
EMCジャパン株式会社
イー･ガーディアン株式会社
株式会社ECC
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
株式会社イコア
イシン株式会社
株式会社一休
株式会社いつも．
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
INSIGHT LAB 株式会社
インターナップ・ジャパン株式会社
株式会社インターネットソサエティ・パートナーズ
株式会社インターロジック
株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・
デザイン
インテグラート株式会社
株式会社インテグレート
株式会社インデン
株式会社ウィザス
株式会社WiL
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
株式会社ウエディングパーク
株式会社wevnal
株式会社ウェルネス
株式会社エアークローゼット
エアアジア・ジャパン株式会社
Airbnb Japan K.K.
株式会社エイトランド
Aniwo Co., Ltd.
株式会社エイミックス
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
株式会社エーティーエルシステムズ
エクイニクス・ジャパン株式会社
SMBC日興証券株式会社
株式会社エスエルディー
株式会社エディア
株式会社エトヴォス
株式会社エニタイムズ
エネチェンジ株式会社
株式会社エフアンドエム
株式会社エフタイム
F5ネットワークスジャパン合同会社
MRT株式会社
株式会社エムエム総研
株式会社エリートネットワーク
株式会社エルテス
株式会社エンゼル
株式会社エントリー
株式会社エンベックスエデュケーション
株式会社エンライズコーポレーション
オイシックス・ラ・大地株式会社
株式会社オウケイウェイヴ
株式会社オーガランド
株式会社オークハウス
株式会社オールアバウト
株式会社オプティマル
株式会社オプト
株式会社オプトホールディング
株式会社 オリーブスパ
オリバーワイマングループ株式会社 NERAエコ
ノミックコンサルティング
株式会社ONPA JAPAN
株式会社カーセブンディベロプメント
株式会社ガールズアワード
株式会社ガイアックス
株式会社カカクコム
Gastronomy&partners KK
カフェ・カンパニー株式会社

カブドットコム証券株式会社
株式会社ガラパゴス
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
兆株式会社
きびだんご株式会社
キャスレーコンサルティング株式会社
株式会社近宣
グーグル合同会社
クックビズ株式会社
株式会社グッドコムアセット
株式会社Gunosy
株式会社クラウドワークス
ＫＬａｂ株式会社
グリー株式会社

株式会社グリーンイノベーションズホールディングス

クリエーションライン株式会社
グリットグループホールディングス株式会社
Creww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
株式会社グローアップソリューションズ
株式会社グローバルグループ
Global Mobility Service 株式会社
株式会社グローバル・リンク・マネジメント
株式会社グロービス
クロス・ヘッド株式会社
株式会社クロノス
株式会社携帯市場
株式会社ゲイン
KPMGアドバイザリー株式会社
株式会社GameWith
ゲンダイエージェンシー株式会社
コイニー株式会社
CALL FORCE株式会社
株式会社ココナラ
小僧com株式会社
コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社
コマースリンク株式会社
株式会社コミクス
コムチュア株式会社
Coltテクノロジーサービス株式会社
株式会社コングレ
コンバージョンテクノロジー株式会社
サーチファーム・ジャパン株式会社
株式会社Surpass
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバー・コミュニケーションズ
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
佐々木食品工業株式会社
株式会社サムライインキュベート
株式会社サンエイ工務店
三幸エステート株式会社
三興製鋼株式会社
サントリーホールディングス株式会社
株式会社サンパック
サンライズ社会保険労務士法人
株式会社サンワカンパニー
株式会社三和ソリューション
Sia Partners 株式会社
GR Japan株式会社
株式会社シーエスレポーターズ
株式会社シー・エヌ・エス
GMOグローバルサイン株式会社
Gcomホールディングス株式会社
株式会社シーズ
株式会社ジーニー
一般社団法人C4
株式会社ジールアソシエイツ
JITホールディングス株式会社
JC Finance PLC.
Jトラスト株式会社
株式会社ジェー・シー・ディ
ジェネシスヘルスケア株式会社
株式会社ジェネシスホールディングス
株式会社ジェネレーションパス
株式会社GENOVA
株式会社ジオコード
シスコシステムズ合同会社
株式会社シマンテック
上新電機株式会社
湘南美容外科クリニック
情報技術開発株式会社
株式会社白鳩
株式会社シンカ
株式会社SYNTH
株式会社ジンテック
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
株式会社スープストックトーキョー
株式会社SQUEEZE
スタークス株式会社
株式会社スタジオ・アルカナ
スタンシステム株式会社
株式会社ステップワールド
株式会社ストレイン
株式会社スペースマーケット
株式会社スマサポ
株式会社スマレジ
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
清陽通商株式会社
株式会社セールスアカデミー
株式会社セールスフォース・ドットコム
セガサミーホールディングス株式会社
ZTEジャパン株式会社
株式会社セプテーニ・ホールディングス
株式会社ZERO TO ONE

株式会社ゼロマイル
学校法人洗足学園
SOINN株式会社
ソースネクスト株式会社
株式会社ソケッツ
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
株式会社ソリューション
株式会社大広
大幸薬品株式会社
株式会社大洋システムテクノロジー
株式会社ダイレクトマーケティングミックス
ダッソー・システムズ株式会社
Tanium合同会社
チーターデジタル株式会社
チャイナ・モバイル・インターナショナル株式会社
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
DSP株式会社
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
Diginex Japan株式会社
株式会社DYM
テクマトリックス株式会社
株式会社デジタルダイブ
株式会社デジタルチェンジ
株式会社デジタルハーツホールディングス
テックビューロ株式会社
株式会社 Def tribe
株式会社電通
株式会社とうがらし
東京急行電鉄株式会社
東京メディカルスクール株式会社
株式会社トスコ
株式会社dof
株式会社とめ研究所
株式会社トラスト・インベストメント
ドラフト労務管理事務所
トランスコスモス株式会社
トランスファーワイズジャパン株式会社
株式会社ドリコム
株式会社トリプルアイズ
DOLBY JAPAN 株式会社
株式会社トレタ
トレンドマイクロ株式会社
ナイル株式会社
中島工業株式会社
株式会社ナップ
ナビオコンピュータ株式会社
株式会社ＮＩＣＳ
西大阪スペース株式会社
日興運送株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
株式会社ニッソウ
株式会社ニトリホールディングス
日本オラクル株式会社
日本瓦斯株式会社
株式会社日本クラウドキャピタル
日本サード・パーティ株式会社
株式会社日本財託
Nihon Cyber Defence Co., Ltd.
株式会社日本新電力総合研究所
一般社団法人日本スタートアップ支援協会
日本ディクス株式会社
株式会社日本土地建物
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
日本ユニシス株式会社
株式会社日本ユニスト
株式会社ネオキャリア
株式会社ネクシィーズグループ
株式会社ネクスタレント
株式会社ネクストビート
株式会社ネタもと
NOVAホールディングス株式会社
株式会社ノエビアホールディングス
株式会社ノーバス
株式会社野村総合研究所
パーク２４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
パーソルテンプスタッフ株式会社
株式会社ハート・オーガナイゼーション
株式会社パートナーエージェント
HybridMom株式会社
株式会社ハウスドゥ
株式会社博報堂ＤＹデジタル
株式会社 Pacific Diner Service
株式会社パソナテック
株式会社ハッピースマイル
バリオセキュア株式会社
ハンズラボ株式会社
株式会社ピアズ
株式会社ピアラ
PE&HR株式会社
B Dash Ventures株式会社
PwCあらた有限責任監査法人
BEENOS株式会社
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
ビジネスセンター岡山株式会社
株式会社ビジョン
ビズメイツ株式会社
株式会社bitFlyer
株式会社人と未来グループ
株式会社ピー・ビー・アイ
株式会社ヒューマントラスト
株式会社ファイブニーズ
株式会社ファブリカコミュニケーションズ
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
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

深見建設株式会社
富士ソフト株式会社
富士通株式会社
フューチャーアーキテクト株式会社
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
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
株式会社プラザクリエイト
株式会社ブラス
有限会社フラノ開発
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
フリービット株式会社
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
株式会社BlueMeme
ブルームバーグL.P.

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

株式会社プロジェクトカンパニー
株式会社プロネクサス
プロパティデータバンク株式会社
株式会社FRONTEO
平安伸銅工業株式会社
ベイシス株式会社
株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン
BaseLayer株式会社
株式会社ベクトル
株式会社ベッドアンドマットレス
株式会社ベネフィット・ワン
株式会社ベンチャーリパブリック
HomeAway株式会社
株式会社ホールハート
株式会社ほけんのぜんぶ
株式会社ホットリンク
ホッピービバレッジ株式会社
株式会社VOYAGE GROUP
ポリコムジャパン株式会社
株式会社マーケットエンタープライズ
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MAGENCY
松尾産業株式会社
株式会社マツリカ
株式会社マネーフォワード
株式会社マピオン
株式会社豆蔵ホールディングス
マルコメ株式会社
株式会社ミカガミ
水上印刷株式会社
株式会社MIST solution
三ッ輪産業株式会社
株式会社Miew
株式会社MIRAIt Service Design
株式会社ＭａｐｌｅＳｙｓｔｅｍｓ
株式会社メディカル・イノベーション
株式会社メディカルネット
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
株式会社モバイルファクトリー
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UT・キャリア
ユニファ株式会社
ユニファースト株式会社
株式会社ユニリタ
株式会社ユビニティー
株式会社読売広告社
ライク株式会社
株式会社RiseUP
ライフネット生命保険株式会社
ライフライン・コミュニケーションズ株式会社
株式会社LIFULL
株式会社 LIFULL Social Funding
LINE株式会社
ラクスル株式会社
楽天株式会社
楽天コミュニケーションズ株式会社
Rakuten Direct株式会社
ラッキーバンク・インベストメント株式会社
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
弁護士法人リーガルアクシス
株式会社リッチメディア
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Lib Work
株式会社リミックス
株式会社良和ハウス
株式会社ルーヴィス
レッドハット株式会社
レバレジーズ株式会社
株式会社ReVie
株式会社ロイヤル
六元素情報システム株式会社
株式会社ロックオン
株式会社ROBOT PAYMENT
株式会社Y's&Partners
株式会社ＹＳＫ ｅ−ｃｏｍ
株式会社ワイズテーブルコーポレーション
株式会社和心
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幹部紹介
理事・監査役

理事

代表理事

副代表理事

楽天株式会社
代表取締役会長兼社長

株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長

三木谷 浩史

藤田 晋

理事

由利 孝

テクマトリックス株式会社
代表取締役社長

井上 高志

株式会社 LIFULL
代表取締役社長

理事

理事

理事

鉢嶺 登

松田 憲幸

株式会社オプトホールディング
代表取締役社長グループ CEO

ソースネクスト株式会社
代表取締役社長

監査役

監査役

吉田 浩一郎

石田 宏樹

株式会社クラウドワークス
代表取締役社長 CEO

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

高谷 康久

イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長

幹事

(2018年12月26日現在）

生駒 富男

伊佐山 元

伊地知 天

石渡 美奈

井上 貴之

井上 智治

岩田 進

植野 伸一

江幡 哲也

岡本 泰彦

奥谷 禮子

兼元 謙任

齋藤

佐々木 大輔

佐藤 光紀

里見 治

真田 哲弥

塩田 元規

柴田 高

鈴木 和洋

竹谷 祐哉

田坂 吉朗

田中 良和

辻 庸介

内藤 裕紀

新浪 剛史

野本 弘文

船津 康次

程 近智

増田 宗昭

松本 恭攝

矢嶋 弘毅

林野 宏

株式会社ウィザス
代表取締役社長
ホッピービバレッジ株式会社
代表取締役社長

株式会社ロックオン
代表取締役

ライク株式会社
代表取締役社長兼グループ CEO

正勝

カブドットコム証券株式会社
代表執行役社長
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長グループ CEO
大幸薬品株式会社
代表取締役社長

フリュー株式会社
取締役会長

株式会社ドリコム
代表取締役社長
トランスコスモス株式会社
代表取締役会長兼 CEO
ラクスル株式会社
代表取締役社長 CEO

株式会社 WiL
代表取締役

Creww 株式会社
代表取締役

株式会社カーセブンディベロプメント
代表取締役社長

株式会社アサツー ディ・ケイ
代表取締役社長グループ CEO

CCC サポート＆コンサルティング株式会社
代表取締役会長

freee 株式会社
代表取締役

株式会社井上ビジネスコンサルタンツ
代表取締役

株式会社オールアバウト
代表取締役社長

株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役会長

株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表取締役

ＫＬａｂ株式会社
代表取締役会長兼社長 CEO
シスコシステムズ合同会社
代表執行役員会長

グリー株式会社
代表取締役会長兼社長

株式会社アカツキ
共同創業者 代表取締役 CEO
株式会社 Gunosy
代表取締役 最高経営責任者（CEO）

株式会社マネーフォワード
代表取締役社長 CEO

サントリーホールディングス株式会社
代表取締役社長
アクセンチュア株式会社
相談役

東京急行電鉄株式会社
代表取締役会長
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

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
代表取締役社長
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株式会社クレディセゾン
代表取締役社長

プロジェクトチーム（PT）
2019年は明治維新、戦後に続く、時代を見据えた日本の新しい絵姿である「第三の開国」を
テーマに活動してまいります。

政策目標３つの柱

人口減少・

インテリジェント

最先端社会

ハブ化構想

スマートネイション

労働力不足問題
への対応

活動テーマ 「第三の開国」

グランドデザイン PT

イノベーション促進 PT

移民・共生政策PT

ベンチャー
フィランソロピー PT

Fintech推進PT

シェアリングエコノミー
推進PT

教育改革PT

不動産市場拡大推進PT

(2018年12月26日現在）
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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。

Japan Ahead 2
• 新経済連盟の基本政策（2018年4月発表)
• ３つの柱で総額150兆円以上
インテリジェント・ハブ化構想

最先端社会・スマートネイション

①ヒト、チエ、
カネを日本に

①デジタルファースト社会の構築
②キャッシュレス社会の推進
③個人・法人・行政のデータ基盤の整備

②法人税の引き下げ(20％程度に)
③イノベーション・スタートアップ支援
④競争力があり世界に通用する真の働き方の環境
整備
⑤グローバル人材育成
⑥社会還元のためのフィランソロピー

(マイナンバー制度等の徹底活用とデータ基盤整備)

④シェアリングエコノミーの推進
⑤政府による率先したスマート化と行政コストの
削減
⑥実証実験で
『××Tech』推進
(特区、サンドボックス等活用)
⑦ニューエコノミーに対応した制度設計
⑧国内・国外企業間でのフェアな規制と税制
⑨ＩＴ・ＡＩ人材の育成

人口減少、労働力不足問題への対応
①移民政策を正面から議論する
②社会保障制度改革
③配送シェア、ライドシェア等
シェアリングエコノミーの活用の推進
④超観光立国

グランドデザイン PT
＜活動内容＞
デジタルシフトに対応した経済のグランドデザインの政策提言等
・米中に対抗する日本の打ち手
・デジタル経済下の競争政策（税・規制のイコールフッティング、日本版データポータビリティの是非など)
・政府や民・民のデジタル化に向けた整備
（マイナンバー活用、政府自治体のＩＴ調達一元化など）

イノベーション促進 PT
＜活動内容＞
時価総額１兆円クラブを目指す具体策の政策提言等
・成長ステージに応じた規制改革などの整備（事前規制見直し、税制や企業会計等の改革など）
・リスクマネーの供給方策
・イノベーションを促す官民共同組織の在り方

移民・共生政策 PT
＜活動内容＞
外国人受入れ等によるダイバーシティの実現を目的とした政策提言等
＜主な政策提言＞
2018年10月「外国人受入れとイノベーション促進に関する政策提言」
＜主なイベント＞
2018年11月14日 会員セミナー
「政策ヒアリング：外国人受入れ・移民政策に関する今後の課題」
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ベンチャーフィランソロピーPT

Fintech推進PT

＜活動内容＞
フィランソロピーエコシステム形成のため、
公益法人制度の
改革等の政策提言等

＜活動内容＞
フィンテック、
キャッシュレス、
仮想通貨推進のための政策提言等
＜主な政策提言＞
2018年12月 規制改革推進会議 投資等ワーキンググループで
「本人確認の効率化」
について要望
2018年4月 フィンテック対応のための改正銀行法に基づく
政府令に対するパブリックコメント提出
2018年2月 規制改革会議で、
クラウドファンディングの
規制緩和プレゼン

＜主な政策提言＞
2017年12月 『社会的起業促進のあり方について』
2017年4月 『ベンチャー・フィランソロピーと
社会的インパクト投資の促進に向けて』

＜主なイベント＞
2018年10月 会員セミナー
「キャッシュレスに関する最先端
ビジネスセミナーin 国会」

シェアリングエコノミー推進 PT

不動産市場拡大推進PT

＜活動内容＞
ホームシェア、ライドシェア、
配送シェア等の推進のための
政策提言等

＜活動内容＞
不動産テック市場の拡大等により、住宅投資額累計と
住宅資産額の差分＝
『失われた建物価値』500兆円の解消
に向けた政策提言等
(不動産版マイナンバーを用いた不動産情報バンク構想など)

＜主な政策提言＞
2018年8月 経済産業省 産業構造審議会にて
「民泊やライドシェア」などについてプレゼン
2018年4月 『ライドシェア新法』
2015年10月 『シェアリングエコノミー活性化に必要な
法的措置に関する具体的提案』

＜主な政策提言＞
2017年2月 『不動産・新産業革命～名目ＧＤＰ600兆円に
向けた成長戦略～』
＜主なイベント＞
2018年11月 会員セミナー
「業界必見！
『不動産テック』
の
現状－先進的取組のご紹介－」

＜主なイベント＞
2017年7月
会員セミナー
『民泊新法説明会』

教育改革PT
＜活動内容＞
グローバル人材育成のために必要な教育環境整備に
関する政策提言等
＜主な政策提言＞
2018年10月 内閣府の規制改革推進会議投資等ワーキング
2018年3月

グループで
「遠隔教育」についてプレゼン

学習指導要領案に対するパブリック
コメント提出
2017年10月 『先端クリエイティブ人材の育成に向けた
産業界の具体的貢献』
＜主なイベント＞
2018年5月 会員セミナー「戸田市の事例から学ぶ、
日本の教育現場の現状」

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。
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イベント・セミナー等
※会員には割引・無料などの参加特典があります（例外あり）

2018年度

02月14日 『新たな金融法制に関する勉強会』
講師：金融庁総合企画局信用制度参事官室 課長補佐 玉川英資 様

◆ 主なイベント
02月19日

01月31日

新経済連盟 新年会

02月06日

新経済連盟 経営者セミナー

講師：内閣官房情報通信技術
（IT）
総合戦略室 企画官 木村恵太郎 様

講師：元グッドウィル・グループ創業者 折口 雅博 様
株式会社オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO 鉢嶺 登 様
04月11日

02月20日

新経済サミット2018
Lyft Inc. 共同創業者兼社長 ジョン・ジマー様、
衆議院議員 小泉進次郎 様 他

新経済連盟関西支部

03月05日

会員懇親会

講師： 片岡総合法律事務所 弁護士 片岡義広 様
弁護士 高松志直 様 弁護士 伊藤亜紀 様
03月30日 『著作権法改正案に関する説明会』

新経済連盟 経営者セミナー

講師：文化庁長官官房著作権課課長 水田功 様

講演者：ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO 松本恭攝 様
テモナ株式会社 代表取締役 佐川隼人 様
KLab株式会社 代表取締役会長兼社長 真田哲弥 様

10月10日

05月21日

『教育の未来と ICT の役割 ( 第四回 )

05月29日 〜先進事例から見る現状と課題〜』

< 戸田市の事例から学ぶ、日本の教育現場の現状 >

新経済連盟 経営者セミナー

講師： 戸田市教育委員会教育長 戸ヶ崎 勤 様

講師：株式会社アトラエ 代表取締役 新居佳英 様
株式会社マイネット 代表取締役社長 上原仁 様

06月27日 『プロジェクト型規制のサンドボックス説明会』
講師： 経済産業省経済産業政策局産業構造課長 蓮井 智哉 様

◆ 会員セミナー
01月11日

07月03日 『機能別・横断的な金融規制体系説明会』

『教育の未来とICTの役割（第一回）
～自治体のICT導入と教育現場での活用～』

講師： 金融庁信用制度参事官室 総括補佐 玉川英資 様

講師：元総務大臣補佐官 太田直樹 様
01月17日

『ＡＩ・データの利用に関する契約作成のガイド
ライン案説明会』
講師：経済産業省商務情報政策局情報経済課課長補佐 安平武彦 様

新経済連盟 KANSAI SUMMIT 2018
講演者：FUEL Capitalゼネラル・パートナー/TaskRabbit創業者
リア・バスク 様、株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長
藤田晋 様 他

11月20日

〜人づくりの新たなカタチ・前原小学校の事例から〜』

03月15日 『仮想通貨の法律面に関する勉強会』

新経済連盟 経営者セミナー
講師：株式会社マネーフォワード 代表取締役社長CEO 辻庸介 様
株式会社bitFlyer 代表取締役 加納裕三 様
株式会社オウケイウェイヴ CTO 石川英治 様

08月24日

『教育の未来とICTの役割 （第三回）
講師：小金井市立前原小学校校長 松田孝 様

講師：ライク株式会社 代表取締役社長兼グループCEO 岡本泰彦 様
株式会社i-plug 中野智哉 様、株式会社ななつぼし 星野翠 様
05月25日

『ビットバレー2020 - 渋谷が日本のシリコン
バレーになる日 -』
講師：株式会社エッジ・オブ代表取締役Co-CEO 小田嶋Alex太輔 様、
東京急行電鉄株式会社 東急アクセラレートプログラム運営統括
加藤由将 様

講演者：セールスフォース・ドットコム 会長兼CEO マーク・ベニオフ様

05月16日

『政府の
「デジタルガバメント実行計画」に関する
勉強会』

07月13日 『FinTech 時代のオンライン取引研究会の説明会』

『地方公共団体が持つ個人データを民間利用する
制度に関する勉強会』

講師： 金融庁総務企画局 企画課調整室長兼法務室長 森 拡光 様
金融庁総務企画局企画課調査室・信用制度企画室 課長補佐 鈴木
善計 様

講師：総務省自治行政局地域力創造グループ 地域情報政策室長
稲原 浩 様

07月18日

『教育の未来とICTの役割（第二回）
01月23日 ～ネット×教育の可能性～
-N高等学校の取り組みを通じて-』

『社会的事業・社会起業家が必要とする支援とは

〜社会課題の解決を支える ICT サービス大賞のねらい〜』
講師： 社会課題の解決を支えるICTサービス大賞実行委員会
石原達也 様、小堀悠 様、宝楽陸寛 様

講師：N高等学校副校長 上木原孝伸 様

07月25日

01月24日 『民泊新法説明会
（第2弾）
』

『Osaka Innovation Hub ×新経済連盟
オープンセミナー Vol.5 ＋ 懇親会』
講師： イー・ガーディアン株式会社 代表取締役社長 高谷康久 様
株式会社サンワカンパニー 代表取締役社長 山根太郎 様
グッドニュース情報発信塾 塾長・元毎日放送 大谷邦朗 様

講師：観光庁観光産業課民泊業務適正化指導室長 波々伯部信彦 様

※役職・肩書きは当時のものです。
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08月06日

『著作権法改正 ( 柔軟な権利制限規定 ) に関する
勉強会』
講師： 大野総合法律事務所 弁護士 山口裕司 様

08月22日

『寄付で世界を変革する〜 今年 4 年目となる寄付
月間の試み〜』
新年会

講師： 寄付月間推進委員会共同事務局 馬越裕子 様、
木勢翔太 様、
福田哲郎 様、
間辺初夏 様

09月06日 『経産省・ＩＴ導入等補助金に関する説明会』
講師： 経済産業省商務・サービスグループサービス政策課 課長補佐
柴田寛文 様

09月21日

『株式対価型Ｍ & Ａ、スピンオフ、キャッシュ
アウト等事業再編に対する政府の支援措置に
関する勉強会』
新経済サミット

講師： 経済産業省経済産業政策局 産業組織課長 坂本里和 様
09月27日

『日中第三国市場協力フォーラムへの参加募集に
関する説明会』
講師： 経済産業省貿易経済協力局貿易振興課 課長補佐 福岡功慶 様

10月05日 『企業のディスクロージャーに関する勉強会』
講師： 金融庁企画市場局企業開示課 企業開示調整官 藤岡由佳子 様
10月09日

『仮想通貨を巡る最新状況と今後の動向に
関する意見交換会』

K A N S A I S UM M I T

講師： 片岡総合法律事務所 弁護士 高松志直 様
10月31日 『東京都国家戦略特区の取り組みと活用について』
東京都政策企画局国家戦略特区推進担当課長 米津雅史 様

11月07日 『最先端ビジネスセミナー

in 国会』

講師：freee 株式会社 創業者 / 代表取締役 CEO 佐々木大輔 様

11月09日

経営者セミナー

『情報セキュリティ講座 - 第一人者である徳丸
氏による「徳丸本」の解説 -』
講師：EG セキュアソリューションズ株式会社 代表取締役
徳丸浩 様

11月13日 『デジタル化促進法案についての意見交換会』
11月14日 『最先端ビジネスセミナー

in 国会』
失敗力カンファレンス

講師：株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO 辻庸介 様

11月14日

『政策ヒアリング：外国人受入れ・移民政策に
関する今後の課題』

11月15日

『プラットフォーマ型ビジネス事業者向け意見
交換会』

11月28日 『不動産テックの現状−先進的取組のご紹介−』
株式会社 LIFULL 取締役執行役員 山田貴士 様

イノベーション大賞
※役職・肩書きは当時のものです。
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12月12日 『最先端ビジネスセミナー

in 国会』

07月12日 『民泊新法説明会』

SOINN 株式会社 代表取締役 CEO 長谷川修 様

講師：観光庁観光産業課 民泊業務適正化指導室室長 波々伯部信彦 様

◆ その他
03月06日

新経済連盟 第八期社員総会

03月23日

第20回 新経済連盟幹事会

06月04日

第21回 新経済連盟幹事会

09月10日

第22回 新経済連盟幹事会

12月21日

第23回 新経済連盟幹事会

07月14日

講師：早稲田大学理工学術院教授 朝日透 様、
東京工業大学情報理
工学院教授 渡辺治 様
07月19日

07月24日
08月18日 『改正個人情報保護法に関する説明会』
講師：ひかり総合法律事務所パートナー 弁護士 板倉陽一郎 様

◆ 主なイベント
新経済連盟 新年会

02月10日

関西支部発足記念パーティー

04月6-7日

新経済サミット2017

08月22日

08月24日

新経済連盟 KANSAI SUMMIT 2017

08月28日

10月13日 『ブロックチェーン利活用とICOの現状』

新経済連盟 会員交流会2017

講師：GLOCOM 主幹研究員/准教授/研究部長 高木聡一郎 様
10月27日

シリコンバレーサミット

11月27日 『サイバーエージェント流の人事戦略』

『法人番号・法人インフォメーション徹底活用のす
すめ』

講師：株式会社サイバーエージェント取締役 曽山哲人 様

講師：経済産業省CIO補佐官 満塩尚史 様

12月14日

03月02日 『BCRに関する勉強会』

『データ利活用促進に向けた制度の整備
～不正競争法防止法改正案の説明会〜』
講師：経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室長 諸永 裕一 様

講師：楽天株式会社ITセキュリティガバナンス部グローバルプラ
イバシーオフィスオフィスマネージャー 柳池剛 様

◆ その他

『FinTech対応のための銀行法改正法案に関する
04月14日
勉強会』
講師：渥美坂井法律事務所 落合孝文 弁護士

05月10日

朝食講演会
講師：慶應義塾大学名誉教授/東洋大学教授 竹中平蔵 様

◆ 会員セミナー
02月06日

『マイナンバー制度・マイナンバーカードの現状と今
後の展開』
講師：総務省自治行政局住民制度課長 阿部知明 様、
内閣官房番号
制度推進室課長補佐 浅岡考充 様

講師：株式会社LIFULL 代表取締役社長 井上高志 様
株式会社オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO 鉢嶺 登 様
12月7-8日

『Osaka Innovation Hub x 新経済連盟 オープ
ンセミナー Vol. 4』
講師：ライク株式会社 代表取締役社長兼グループCEO 岡本泰彦
様、イー・ガーディアン株式会社 代表取締役社長 高谷康久 様

講演者：All Turtles 共同創業者兼CEO/エバーノート共同創業者
兼 元CEO フィル・リービン 様、株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 藤田晋 様 他
10月31日

『「限界国家」から考える外国人受け入れ ～企業が
知るべき現状と課題～』
講師：日本国際交流センター執行理事 毛受敏浩 様

講演者：Andreessen Horowitz 共同創業者兼ゼネラルパー
トナー ベン・ホロウィッツ様、Dropbox 共同設立者兼CEO ド
リュー・ハウストン 様 他
10月24日

『
「データの利用権限に関する契約ガイドライン」説
明会 〜IoT、AI時代のデータ戦略〜』
講師：経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐
（総括）
河
野孝史 様

2017年度
01月25日

『産学連携による人材育成の取り組み ～大学側か
らの具体的提案～』

『Aavishkaar 〜社会的インパクトと経済的リ
ターンを高いレベルで同時達成しているアジア最
大のImpact Investor〜』
講師：Investment Committee Member & Advisor,
Aavishkaar 橋本芳樹 様

02月28日

新経済連盟 第七期社員総会

03月29日

第16回 新経済連盟幹事会

05月26日

第17回 新経済連盟幹事会

07月04日

新経済連盟 活動報告会

09月25日

第18回 新経済連盟幹事会

12月18日

第19回 新経済連盟幹事会

※役職・肩書きは当時のものです。
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2016年度
◆ 主なイベント
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

08月24日

新経済連盟 会員交流会2016 SUMMER
講師：株式会社オプトホールディング 代表取締役社長CEO 鉢嶺登 様

09月06日

新経済連盟 KANSAI SUMMIT 2016
講演者：ジェイコムホールディングス株式会社 代表取締役社長
岡本泰彦 様、株式会社ロックオン 代表取締役社長 岩田進 様 他

2015年度
◆ 主なイベント
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
モデレーター：新経済連盟クリエイ
講演者：秋元康 様、小山薫堂 様、
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 代表
取締役会長兼社長 里見治 様、株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長 似鳥昭雄 様 他

2014年度
◆ 主なイベント
01月20日
04月9-10日

新経済連盟 新年会
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

※役職・肩書きは当時のものです。
※2016年以前の活動詳細はウェブサイトをご覧ください。
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新経済サミット
新経済サミット2018
新経済サミット2017

N e t w or k i n g Pa r ty

12

新経済サミット2018 プログラム
Opening Session

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)

Keynote Session

ジョン・ジマー (Lyft Inc. 共同創業者兼社長)
モデレーター / 藤田 晃子 (CNBC 特派員)

Special Session

中田 英寿 (株式会社 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY 代表取締役)

Special Session

政界×経済界のあり方にイノベーションを

小泉 進次郎 (衆議院議員)
モデレーター / 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)

Breakout B

2-B 教育とイノベーション ~未来への学び~
川上 量生 (カドカワ株式会社 代表取締役社長)
小林 りん (ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン 代表理事)
モデレーター / 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 /
新経済連盟 幹事)

Keynote Session

マーク・ベニオフ (セールスフォース・ドットコム 会長 兼 CEO)
YOSHIKI (作曲家、プロデューサー、アントレプレナー)
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)

Special Session

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)
Breakout A
山中 伸弥 (京都大学iPS細胞研究所 所長／教授)
1-A スポーツパートナーシップによる価値の最大化 - More than a sponsorship 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 /
スコット・レヴィー (NBAアジア マネージングディレクター)
新経済連盟 代表理事)
ガイ・ポート (ニールセンスポーツ アジア マネージングディレクター)
ジュディス・ルビナット (FCバルセロナ パートナーシップ・アクティベーション
Breakout A
統括責任者)
モデレーター / ラフール・カダバコル (楽天株式会社 グローバルマーケティング 3-A アジアのデジタルエコノミー
ベー・スワンジン (シンガポール経済開発庁 長官)
統括部 ディレクター)
アルヴィンド・グプタ (MyGov India CEO)
ハースト・リン (DCM中国 共同設立者兼ジェネラルパートナー)
Breakout B
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 /
1-B 最先端スタートアップは社会にどう浸透しているのか
新経済連盟 理事)
～IoT、
BIGDATA、
AIがもたらすStartUpから大企業の変革～
シバタ アキラ (DataRobot Japan, チーフデータサイエンティスト)
Breakout B
清水 亮 (ギリア株式会社 代表取締役社長)
3-B 仮想通貨を読み解く－デジタル通貨のイノベーションを理解するために
玉川 憲 (株式会社ソラコム 代表取締役社長)
エリオット・ハン (アルゴングループ マネージング・ディレクター)
モデレーター / 伊佐山 元 (WiL, LLC. Co-Founder and CEO / 新経済連盟
栢森 加里矢 (QUOINE株式会社 代表取締役)
幹事)
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
パートナー兼 楽天株式会社 執行役員)

Breakout A

2-A 世界のAI戦略の最新動向と日本の立ち位置
松尾 豊 (東京大学大学院 工学系研究科 特任准教授)
森 正弥 (楽天株式会社 執行役員 兼 楽天技術研究所 代表
公益社団法人 企業情報化協会
（IT協会）常任幹事)
岡田 陽介 (株式会社ABEJA 代表取締役社長 CEO 兼 CTO)
モデレーター / 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
/ 新経済連盟 理事)

CLOSING SESSION
NETWORKING PARTY

※役職・肩書きは当時のものです。
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新経済サミット2017

ベン・ホロウィッツ

Andreessen Horowitz 共同創業者
兼ゼネラルパートナー

ドリュー・ハウストン

Dropbox 共同設立者兼CEO

トム・ケリー
IDEO パートナー / D4V(Design
for Ventures) 創業者兼会長

グレース・サイ

Impact Hub Singapore CEO兼
共同創業者

小泉 純一郎

元 内 閣 総 理 大臣

新経済サミット2016

ター ヴィ・ロイヴァス
エ ストニ ア 共 和 国 首 相

アン ディ・ル ービン

Playground Global
創業者兼CEO

クリス・アン ダーソン

リン ダ・リウカス

3 D R o b o t i c s C E O/
DI Y D r o n e s 創 設 者

Rails Girls 共同設立者

星野 佳路

星 野リゾート 代 表

新経済サミット2015

ドリュー・ヒューストン

D r o p b ox 共 同 設 立 者 兼 C E O

ア ディ・タタルコ

Houzz CEO兼 共同創業者

ジョン・ジ マー

ジョン・V・ル ース

Ly f t I n c . 共 同 創 業 者 兼 社 長

前駐日米国大使
ルース・グループCEO

トニー・フェ ル ナン デス

アレックス・ラスキ ー

YO S H I K I

作 曲 家、プ ロ デュー サ ー、
アントレプレ ナ ー

新経済サミット2014

ラリー・エリソン

Oracle Corporation CEO

ジェリー・ヤン

A M E C l o u d Ve n t u r e s
共同創業者

A i rA s i a グル ープC E O

Opower 社長 兼 創業者

キャリー・コラジェイ

P a y P a l グ ロ ーバ ルプ ロ ダクト
ソリュー ションズ、V P

新経済サミット2013

ジ ャック・ド ー シ ー

S q u a r e 共 同 創 業 者・C E O /
Tw i t t e r 共 同 創 業 者

二クラス・ゼンストロ ーム
Atomico CEO /
Skype 共同創業者

ブ ライアン・チェスキ ー
Airbnb CEO

トラビ ス・カラニック

U b e r Te c h n o l o g i e s , I n c .
CEO

ベ ン・シルバーマ ン

P i n t e r e s t 共 同 創 業 者・C E O

※役職・肩書きは当時のものです。
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入会のご案内
Web からの入会受付

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。

会費について

会員の活動

（全て任意です）

受付確認の
自動配信メール

理事会の承認

申込みが正しく行われる

理事会にて入会承認作業を

と、数分後にメールが自動

行います。お申込みから正式

で送信されます。メールの

入会まで1〜2ヶ月程度を要

受信をご確認ください。

しますので、
ご注意ください。

会費のお支払い

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。

[ 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。

- 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

お問い合わせ
一般社団法人 新経済連盟 事務局
Address
Tel

〒 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

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

https://jane.or.jp/
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