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一般社団法人日本能率協会 産業振興センター

イスラエルイノベーションと日本のものづくりの「協創」を探る 1Day サミット
IoT・自律走行車・ヘルスケア… CEO・専門家が多数来日！

「ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット」
11月29日(水)、DMM.com本社（東京都港区）で開催
元イスラエル大使館科学技術部担当者が共同創業したスタートアップとの共同開催
一般社団法人日本能率協会（JMA、東京都千代田区・会長：中村正己）はミリオン・ステップス株式会
社（東京都千代田区・CEO：ヨアブ ラモト）との共催で、11 月 29 日（水）に、DMM.com 本社（東京
都港区）で、
「ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット」を開催します。
本サミットは、第 2 のシリコンバレーとして多くの世界的企業がイノベーションの拠点をおくイスラエル
のイノベーションと日本のものづくり技術の融合と進化を促すことを目的に開催します。
日本を知り尽くしたイスラエル人 2 人が創業したミリオン・ステップス社とのコラボレーションのもと、
イスラエルから 12 人の専門家を招聘し、講演・ワークショップ・パネルディスカッションを行います。
アップル社のイスラエル支社を率いた経歴をもつイスラエル革新庁・CEO、メルセデスベンツとの協業
を発表したばかりで注目が集まるライドシェア・スタートアップの創業者など、かつてない規模でイスラ
エルイノベーションの中心人物日本が一堂に会する初の機会となります。
現在、参加者を募集しており、参加料は、日本能率協会会員 60,000 円（1 名あたり、税込）、会員外 70,000
円（１名あたり、税込）となります。10 月 31 日（火）までに申し込むと、早期割引特典として、それぞ
れの価格より 15,000 円割引となります。申込みは、本サミット公式ホームページ https://jiis.tokyo から受
け付けています。
≪開催概要≫
名 称 ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット
会 期 2017 年 11 月 29（水）10:00～19:30
会 場 住友不動産六本木グランドタワーDMM.com 本社
主 催 一般社団法人日本能率協会、ミリオン・ステップス株式会社
後 援 イスラエル革新庁、イスラエル大使館、イスラエル先端技術研究所（IATI）
募集人数 250 名限定
参加料 会員：￥60,000（税込） 会員外：￥70,000（税込）
※会員とは日本能率協会の法人会員を指す
【早期申込割引】10 月 31 日（火）までのお申込みで上記価格からそれぞれ 15,000 円を割引
申込方法 公式ホームページ (https://jiis.tokyo ) からの事前申込制
参加対象 企業の経営幹部、事業開発、経営企画、技術開発、イスラエル企業との事業連携に関心のある方

【本件に関するお問い合せ先】
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 第一グループ（担当：海老原、久保）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル 14階
TEL：03-3434-0587 E-mail：tech-con@jma.or.jp
※取材に関する問い合せは広報室（斎藤、TEL：03-3434-8620）へお願いします。

イスラエルのキーパーソンが来日するこの機会に、
是非、本サミットをご取材いただければ幸いです。
ご取材希望の方は、３頁「取材連絡票」にてご連絡をお願いいたします。
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≪ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット

プログラム≫

会期：2017年11月29日（水）10:00~19:30（受付：9:30開始）
会場：住友不動産六本木グランドタワーDMM.com 本社（〒106-0032 東京都港区六本木3-2−1）
※日本語―英語の通訳
基調講演
「オープン・イノベーションで日本を強くする」
10:00
～
株式会社産業革新機構 代表取締役会長（CEO）志賀俊之 氏
12:00
「イスラエルの視点で考える、日本が世界を変え続けるための秘訣」
イスラエル革新庁（CEO） Aharon Aharon 氏
12:00~
12:45

ランチ
ワークショップセッション（※A・B からそれぞれ 1 つずつ選択）

12:45
～
17:45

【A】イスラエルのイノベーションとは
１ 自動運転や公共交通を変革するイスラエルベンチャーから学ぶ
２ 0 から 1 を生み出す起業家精神をどのように育み活かすのか
３ 研究開発の成果を、市場に、ビジネスに、いかにつなげていくか
４ 起業家大国イスラエルで鍵を握る 8200 部隊、その背景と活躍
５ 尖ったイノベーションを加速する企業間連携の秘訣とは
【B】 イスラエルと日本のコラボレーションの可能性を探る
６ AI（人工知能）が旧来型のものづくりの常識をどう破壊するのか
７ 世界的グローバル企業がイスラエルに着目する真の理由とは？
８ 異能・異才を見出し、社内起業家を輩出するためのマネジメントとは
９ 企業の成長を牽引するためのベンチャー投資ノウハウを学ぶ
１０サイバーセキュリティへの取り組みが貴社の事業成長を左右する
キーノートスピーカによるパネルディスカッション
パネルディスカッション モデレータ
大阪市立大学大学院 経営学研究科

18:00~
19:30

ネットワーキングレセプション

教授

山田仁一郎 氏

懇親会

≪ワークショップ プレゼンター≫
※詳細のプロフィールは公式ホームページに掲載しています。
A-1 メルセデスベンツが投資するライドシェア・スタートアップの創業者
Mr. Daniel Ramot Via CEO
A-2 イスラエルを代表するシリアルアントレプレナー
Mr. Avinoam Nowgrodski Inflowz CEO
A-3 テクノロジーをビジネスに変える専門家
Mr. Benjamin Soffer T3 – Technion Technology Transfer CEO
A-4 元イスラエル軍 8200 部隊司令官 現投資家
Mr. Yair Cohen PeriTech – Investment and Technology CEO
A-5 ヘルスケアの未来を見るベテラン投資家
Mr. Assaf Barnea Sanara Ventures CEO
B-6 依頼中
B-7 自動車業界の巨人を革新する男
Mr. Gil Golan General Motors Advanced Technical Center Israel Managing Director
B-8 人工知能でマーケティングを変える投資家
Mrs. Esther Barak Landes Nielsen Innovate Founder
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B-9 スタートアップ・ファイナンスと保険の専門家
Mr. Oren Bar-On Head of hi-tech practice Earnst & Young
B-9 イスラエルの法律を知リ尽くす男
Mr. Ronen Kantor DTKG Law Managing Partner
B-10 先端サイバーセキュリティを企業に導入するプロフェッショナル
Mr. Millie Gandelsman Indegy CTO
≪主催団体紹介①≫

一般社団法人日本能率協会
我が国におけるマネジメントに関する専門団体として 1942 年に設立。現在、各種セミ
ナーの開催、展示会の主催、ISO の認証などを行っている。

≪主催団体紹介②≫

ミリオンステップス株式会社
イスラエル軍の精鋭・8200 部隊（イスラエル軍参謀本部諜報局の一部署。サイバーセキ
ュリティの分野での高い技術、同部隊出身の起業家の活躍で知られる） 出身で日本育
ちのヨアヴ・ラモットと、在日イスラエル大使館に文化科学担当として 6 年間務めたニ
ール・タークが立ち上げた、日本とイスラエルをつなぐイノベーションハブであることを
ミッションとするスタートアップ。
※切り取らずそのままご返信ください

ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット 取材連絡票
【返信】ＦＡＸ：０３－３４３３－０２６９ 日本能率協会 広報室宛（11/22までにご連絡お願いします）
会期：2017年11月29日（水）10:00~19:30（受付：9:30開始）
会場：住友不動産六本木グランドタワーDMM.com 本社（〒106-0032 東京都港区六本木3-2−1）
◆取材ご予定（希望されるセッションをご記入ください）
□基調講演（10:00～12:00）
□ワークショップ・パネルディスカッション（12:45～17:45） 希望セッション
□懇親会（18:00～19:30）
□個別取材アレンジ希望（

への個別取材を希望）※別途調整させていただきます。

※下記情報に変更がある場合、または代理出席の場合は、恐れ入りますが加筆修正のうえご返信ください
会

社

名

所

属

役

職

氏

名

Ｅ－Ｍａｉｌ
通

信

欄

＜個人情報等の取扱いについて＞
一般社団法人日本能率協会（JMA）では個人情報等の保護に努めております。詳細は小会の個人情報等保護等方針（http://www.jma.or.jp/privacy）をご覧ください。今回
ご記入いただいた個人情報は、今後小会が行う催しの各種案内のために使用させていただくことがございます。また、個人情報は発送の依頼等で機密保持契約を締結した
業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。
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