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一橋大学 ホスピタリティ・マネジメント・プログラム シンポジウム

参加無料
先着200名様

　本学のホスピタリティ・マネジメント・プログラムを広く皆様に知っていただくため、シンポジウムを開催致します。
　「ホスピタリティ高度人材育成とMBA」をテーマに、ホスピタリティ・マネジメントに関する基調講演、仏のESSEC 
Business Schoolにおけるホスピタリティ・マネジメント教育の実践例、ホスピタリティ業界に精通した方々をお招きした
パネルディスカッションを企画しています。
　パネルディスカッションでは、産業界の方々から「ホスピタリティ業界に必要な高度人材とMBA教育への期待」を中心に
議論いただき、本学のホスピタリティ・マネジメント・プログラムについて考えていきたいと思います。

サピアタワー 6階 BCDホール

国立大学法人一橋大学大学院商学研究科Organiser
主　催

サピアタワー 6階 BCDホール
平成29年10月26日（木）16：30～20：00平成29年10月26日（木）16：30～20：00Date and time

日　時

Venue
会　場

会場アクセス

○ 電車をご利用の方
　 ◆ JR東京駅から
　 八重洲北口改札より徒歩2分、
　 新幹線日本橋口改札より徒歩1分
　 東京メトロ大手町駅　B7出口直結

○ 車をご利用の方
　 時間貸し駐車場は、
　 地下2階、地下3階にあります

サピアタワー6階
BCDホール
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12

シンポジウム参加申込み方法
ご参加希望の方は、事前に以下のwebからお申込みください。

http://mos-jp.com/hit-u-hm-sympo-oct26/index.html
お申し込み後、登録のメールを送付いたします。 お問い合わせは、下記アドレスにメールにてお願いします。

hm-mba@cm.hit-u.ac.jp
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一橋大学大学院 商学研究科 教授
ビジネス・エコノミクス、交通経済学
『運輸・交通インフラと民力活用:PPP/PFIのファイナンスとガバナンス』、『公共の経済・経営学―市場と組織からのアプロー
チ』、『交通経済学』、『パブリック・セクターの経済・経営学』、『航空運賃の攻防』等
慶応義塾大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得の上退学。中京大学商学部講師、経済学部講師、一橋大学商学部
助教授等を経て現職。2005年1月～2008年12月一橋大学大学院商学研究科長兼商学部長。現在、一般財団法人 運輸総
合研究所所長、日本交通学会副会長、内閣府特定複合観光施設区域整備推進会議委員、交通政策審議会観光分科会委員、
観光庁観光統計整備に関する検討会委員長。

ミッション ： ホスピタリティ・マネジメント高度人材育成
研究活動、教材開発、教育活動を通じて、ホスピタリティ産業に資する高度人材を育成する。

ホスピタリティ・マネジメント
高度人材開発センター

2017年4月開設

① 産業全体を俯瞰する構想力を持つ人材

② グローバルな視野で成長戦略を実現できる人材

③ 激しい環境変化に直面する大規模組織をリードできる人材

山内 弘隆　Hirotaka Yamauchi　 センター長・本シンポジウム パネルディスカッション コーディネーター
■ 現　職 ：
■ 専　門 ：
■ 著　書 ：

■ 略　歴 ：

一橋大学 副学長
経営戦略論、経営組織論
『経営戦略の思考法』、『組織の〈重さ〉』、『行為の経営学』、『液晶ディスプレイの技術革新史』、『ゼロからの経営戦略』、『わか
りやすいマーケティング戦略』、『組織デザイン』、『組織戦略の考え方』、『一橋MBA戦略ケースブック』シリーズ等
一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。成城大学経済学部講師、一橋大学商学部助教授等を経て現職。2011年1
月～2012年12月一橋大学大学院商学研究科長兼商学部長。現在、中小企業政策審議会委員、中小企業政策審議会基本
問題小委員会委員長、中小企業政策審議会経営支援分科会会長、産業構造審議会委員（製造産業分科会）、産業構造審議
会委員（経営向上部会長）、外務省外務人事審議会委員。

沼上 　幹　Tsuyoshi Numagami　 副センター長
■ 現　職 ：
■ 専　門 ：
■ 著　書 ：

■ 略　歴 ：

■ 専任教員     福地 宏之  ホスピタリティ・マネジメント　　　　 鎌田 裕美  ホスピタリティ・マーケティング

　　　　　　 田村 俊夫 M＆A　　　                                青木 康晴  マネジメント・コントロール



1989年に現みずほ銀行に入行。2000年4月より会計系コンサルティング会社に入社し、戦略コンサル
ティング業務に従事。2016年1月より現職。ホテル・観光業界のクライアントに対して、事業戦略立案支援
から実行支援までのコンサルティング業務、およびホテル開発に係るアドバイザリー業務を提供している。
ワシントン大学（シアトル）MBA（98年）。

澤田 竜次
Ryuji  Sawada

聖心女子大学卒業、慶應義塾大学大学院修了。1998年森トラスト入社。
2011年には森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ社長に就任。
2016年から森トラスト代表取締役社長を務める傍ら、経済同友会幹事・日本ホテル協会理事など数々の
団体役員を務める。

伊達 美和子
Miwako  Date

日本興業銀行、外務省を経て、コーネル大学ホテル経営学部博士号取得。米国観光ホスピタリテイ経営分
野で正規教員職、テニュア（研究者終身身分保障）を持つ唯一の日本人。観光庁、UNWTOなどで各種委
員を務める。米国フロリダ州オーランド在住。

原　 忠之
Tadayuki  Hara

パネルディスカッション  パネリスト

ホスピタリティ高度人材育成と一橋大学の役割
一橋大学 ホスピタリティ・マネジメント・プログラム シンポジウム

セントラルフロリダ大学  ローゼン・ホスピタリテイ経営学部  准教授、  
兼 デイックポープ観光研究所  主席博士研究員
一橋大学  大学院商学研究科  特任教授

森トラスト株式会社  代表取締役社長
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ社長株式会社  代表取締役社長

PwCコンサルティング合同会社  パートナー

パネルディスカッション  パネリスト

パネルディスカッション  パネリスト

1965年イギリス生まれ。オックスフォード大学（日本学専攻）卒業後、大手コンサルタント会社や証券会
社を経て、1992年ゴールドマン・サックス証券会社入社。大手銀行の不良債権問題をいち早く指摘し、再
編の契機となった。同社取締役を経てパートナー（共同出資者）となるが、2007年退社。同社での活動中、
1999年に裏千家に入門し、2006年に茶名「宗真（そうしん）」を拝受。

2009年に創立380年を超えるの国宝・重要文化財の補修を手掛ける小西美術工藝社入社、取締役に就任。2011年代表取
締役会長兼社長、2014年に代表取締役社長に就任し現在に至る。

2016年 財界「経営者賞」 受賞。

　著書は『新・観光立国論』（山本七平賞、不動産協会賞受賞：東洋経済新報社）、『新・所得倍増論』（東洋経済新報社）、「日
本再生は、生産性向上しかない！」「（飛鳥新社）「世界一訪れたい日本のつくりかた」（東洋経済新報社）など多数。

　政府への提言を続ける一方、各地の観光振興のため奔走し、2015年から（一社）全国社寺観光連盟理事、京都国際観光
大使、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議委員、2016年から東京の観光振興を考える有識者会議メンバー、行政改
革会議歳出改革ワーキンググループ構成員、迎賓館（迎賓館赤坂離宮・京都迎賓館）アドバイザー、二条城特別顧問、日光市
政策専門委員などを務めている。

デービッド アトキンソン
DAVID  ATKINSON

基調講演 ・ パネルディスカッション パネリスト

株式会社小西美術工藝社  代表取締役社長
三田証券  社外取締役
元ゴールドマン･サックス証券  金融調査室長

After a 25 years CEO career in the luxury industry, Denis joined Essec Business 
School in 2004 as marketing professor and program director. He created the luxury 
hotel track in Essec MBA in Hospitality Management.
He is visiting professor in SHTM at HK Poly U and regularly delivers conferences and 
workshops on luxury hotel brand management in Asia.  He collaborates with the 

Thailand Tourism Authority (TAT) on luxury branding workshops for Thai hotel and resort brands. His 
current research on collaborations & content marketing, including online collaborations and social 
media, help luxury hotels convey their uniqueness and luxury guest experience promise.

The title of lecture: "luxury hotel brand management in the digital age"
The outline of lecture: the lecture will revisit key traditional pillars of luxury hotel brand management. 
It will emphasize the challenges and opportunities faced by hoteliers and hotel brands in the digital 
age, when dealing with empowered and connected guests, OTA's and DMO's, new technology, 
millennials and how to create and convey the right digital content on the right platforms.

Denis Morisset Professor, Essec Business School

ゲストスピーチ・模擬講義

山内 弘隆 一橋大学  大学院商学研究科  教授
ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長

山内 弘隆 一橋大学  大学院商学研究科  教授
ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長

山内 弘隆 一橋大学  大学院商学研究科  教授
ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長

19:55-20:00

18:00-18:05

18:05-18:15

16:35-17:20

18:15-18:55

17:20-17:40

19:05-19:55

18:55-19:05休　　憩

17:40-18:00休　　憩

閉会挨拶

田村 明比古  観光庁 長官来賓挨拶

Denis Morissetゲストスピーチ
模擬講義（英語）

デービッド アトキンソン  DAVID  ATKINSON基調講演

パネル
ディスカッション

櫻井 詩織  STR ビジネスディベロップメントマネージャー日本地区ホテル市場概況

蜂谷 豊彦  一橋大学 大学院商学研究科長第2部 開会挨拶

第1部 開会挨拶

デービッド アトキンソン  DAVID  ATKINSON    ※基調講演者
澤田  竜次
伊達 美和子
原　  忠之

パネリスト

コーディネーター

（予定・順不同・敬称略）

16:30-16:35

（敬称略）

（敬称略）

Program

（敬称略）
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