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■Global Summit of Women （グローバル・サミット・オブ・ウィメン） とは ? 

■大会概要

■主な登壇者

Global Summit of Women（GSW）は、毎年、開催国を変えながら世界各国 1000 人以上の女性リーダーが一堂に会し、「女性と経済」につ
いて話し合う国際会議で、女性版「ダボス会議」と言われています。毎回優れた功績を残した世界のリーダーにリーダーシップ賞が授与され、過去
にはネルソン・マンデラ南アフリカ大統領（2000年）や緒方貞子元国連高等難民弁務官（2010年）などが受賞しています。27回目となる今年は、
世界中から80名以上の素晴らしいリーダーを迎え、次のようなテーマで議論が行われます。 

http://globewomen.org/globalsummit/
2017GSW東京大会事務局　Mail: gsw@2017tokyo.jp　Tel: 03-3447-2122

世界 95 ヵ国 1,400人の女性リーダーが東京にやってくる！ 

「女性と経済」をテーマに語り合おう。

●グローバル・メガトレンドに関する報告
●企業における女性のリーダーシップ加速に向けた女性・男性CEOフォーラム
●アニメやゲーム、ファッションの世界で活躍中のグローバルリーダーによるセッション
●大学生 200 名を無料招待して行われるユースフォーラム
●リーダーシップ開発や起業、最新課題を扱う分科会等

日　時： 2017 年5月11日（木）～ 5月13日（土）
場　所 : グランドプリンスホテル新高輪 飛天の間
内　容： ５月１１日（木） １８時より開会式・２０時より晩餐会（迎賓館にて）
 ５月１２日（金） 全体会・分科会・ガラディナー　リーダーシップ賞授賞式
 ５月１３日（土） 全体会 ・分科会・閉会式・クロージングパーティ
参加費：①非営利団体及び起業家の場合：６５０ドル／②企業参加の場合：９５０ドル
 （３日間の食事代を含む）
 ※配偶者・子ども料金：３５０ドル（パーティのみ参加可）
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2017年の世界女性サミット  

ウーマノミクスを越えて： 

アクセシビリティを加速させる 

世界中から女性リーダーが集まる、世界規模で女性の経済的発展を加速

するための優れた国際会議「世界女性サミット2017東京大会」にご招待

いたします。2017年のサミットでは、企業のイニシアチブ、公共政策、

NGOプログラムなど、女性の経済的地位を改善するための実践的な戦略

とベストプラクティスを引き続き追求しながら、女性の業績を称えま

す。サミットは、政府、企業、市民社会の3つの重要な「変化の柱」によ

るユニークな取り組みを、参加者、スピーカーおよびパートナーに反映

します。5大陸の女性を代表する60以上の国際機関は、政府の女性閣僚や

多国間機関の幹部と共に、2017年の東京大会に参加する予定です。 2017

年のサミットのテーマ「ウーマノミクスを越えて：アクセシビリティを

加速させる」は、世界各地で発展したさまざまなイニシアチブを紹介

し、女性の企業リーダーとしての役割へのアクセスを促進します。2017

年のサミットでは、日本とアジア太平洋市場へのアクセスする方法、地

域の女性ビジネスリーダーや政府のリーダーを紹介します。さらに、ス

キル構築に向けたセッションの提供とリーダー間のネットワーキングを

確立します。サミットで世界70カ国以上の女性からインスピレーション

を受け、学び、知恵を共有しましょう。  

2017年サミットで提供されるもの： 

サミットの特徴 

 女性の経済的機会の前進に向けた官

民連携のベストプラクティスに関す

る、プレサミット女性閣僚ラウンド

テーブル 

 世界経済に影響を与える地域および

グローバル・メガトレンドを扱う全

体会議 

 女性の企業におけるリーダーシップ

の加速に関する女性CEOフォーラム 

 世界各地で発展する個人や起業家に

向けた、実践的なビジネス成長戦略

の立案 

 リ ー ダ ー シ ッ プ 開 発、起 業、イ

シューの3トラックのスキル構築セッ

ション 

 グローバル経済で成功している女性

起業家たちからのクリエイティブな

ヒント 

刺激的なロールモデル 各大陸からの80名を超える印象的なプレゼンター 

豊富なネットワーキングの機会 イベント中の朝食、ランチ、レセプションなどを通して 

日本及びアジア太平洋地域におけるビジネス情報 

消費者やビジネスリーダーとしてのビジネス成長を促す女性の洞察力 

あなたのリーダーシップスキル、あなたのビジネス、あなたのネットワークなどなど！「成長させる」ための数多くの

アイリーン・ナティヴィダッド  

サミット代表 

 



2017年 世界女性サミットに参加するリーダー達に会おう 

(2017年1月31日現在) 
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Deputy Minister for 

Labor and Social 
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2017 Summit Program  
ウーマノミクスを越えて： 

アクセシビリティを加速させる 

2017年5月10日（水） 
5:00 p.m. - 8:00 p.m.    レジストレーション    

2017年5月11日（木） 
8:00 a.m. - 4:00 p.m.   レジストレーション  

9:00 a.m. - 3:00 p.m. ラウンドテーブル  

3:00 p.m.—4:00 p.m.  日本とビジネスするためには  

4:00 p.m. - 5:00 p.m. 都知事フォーラム   

6:00 p.m. - 7:30 p.m. 開会式  

8:00 p.m. - 10:00 p.m. レセプションディナー  

2017年5月12日（金） 
8:00 a.m. -  9:00 a.m.   ブレックファーストネットワーキング  

9:00 a.m.  - 10:00 a.m. グローバル及びアジア地域のメガトレンド（潮流）  

10:00 a.m. - 11:00 a.m. 男性 CEO フォーラム： ダイバーシティ（多様化）をトップ（社長）からリードする 

11:00 a.m. - 12:00 p.m. 女性が主導する証券取引所  

12:30 p.m. - 2:30 p.m. ランチタイムセッション : 起業家フォーラム  

2:45 p.m.  - 4:00 p.m. 分科会I  

リーダーシップのトラック: 社内外のブランド構築 

 起業家トラック: 瀬戸際からの脱出（どん底に陥る寸前から） 

 課題のトラック: 女性のゲーム開発者とアニメーション 

4:15 p.m. - 5:30 p.m. 分科会II  

 リーダーシップのトラック: 女性役員の席を増加させることを加速する  

 ユースフォーラム:  テクノロジー基盤型企業  

 課題のトラック: ソーシャル起業家とシルバー経済   

8:00 p.m.  - 10:00 p.m. ガラディナー：リーダーシップ賞授与式 

2017年5月13日（土） 

8:00 a.m.  - 9:00 a.m.   ブレックファーストスペシャルセッション : ファッションとデザインの事業化  

9:00 a.m.  - 10:00 a.m. ディベート:  ワーク・ライフバランスを定義する  

10:00 a.m—11:00 a.m. 女性 CEOフォーラム:  企業のリーダーシップを加速する  

11:00 a.m. - 12:00 p.m. ベストプラクティス：給与格差の是正  

12:30 p.m. - 2:30 p.m. ランチタイムセッション : アントレプレナーシップを加速する  

2:45 p.m.   - 4:00 p.m. 分科会III           

   リーダーシップのトラック: リーダーシップへのグローバルなキャリア道程を開拓する  

 起業家トラック:女性市場を効果的に捉える  

 課題のトラック: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 能力の促進―21世紀のキャリア

アップのために  

4:15 p.m.   - 5:30 p.m. 分科会IV  

リーダーシップのトラック: 男性リーダーとの協調構築 

 起業家トラック: 東洋／西洋文化の理解・対処能力を高める 

 課題のトラック: ESG（環境／社会／ガバナンス）上の課題とシェアリング経済 

 

6:30 p.m.   - 7:30 p.m. 閉会式  

7:30 p.m.— 9:00 p.m. クロージング・ディナー  

すべてのサミット・セッションで、英語、日本語、フランス語への同時通訳の提供がございます  



サミット参加申込書 

苗字 : _________________________________________________________________________________________ 

                                                         (サミット時に使用されるバッジに苗字が記載されます ) 

名前 : _________________________________________________________________________________________________ 

役職 : _________________________________________________________________________________________________ 

 会社名 :  _____________________________________________________________________________________________ 

住所 : _____________________________________________________________________________ 

市:  ______________________________  国名 : ________________________  郵便番号: ___________________ 
 

Eメール :___________________________________________ TEL:  _________________________  FAX:  _________________   

 

参加費用 

参加費には3日間の会議費用、および全日の食事料金（5月11日夕食から13日まで）、会場への移動費、同時通訳費用、会
議資料が含まれます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

支払方法 

_____  _   クレジットカード _______ チェック             _______ その他(ご記入ください) ____________________ 

クレジットカード情報  

  カード保持者名 _____________________________________________________________________________  

  

カードタイプ： ________________カード番号： ____________________________  有効期限 ____________ 

 

サイン: ________________________________________________________________________________  

 

2017年グローバルサミットオブウーマン 

                               参加申込期限：2017年4月11日 

 

参加申し込みに関してはウエブでも受け付けております。www.globewomen.org/globalsummit 

参加申し込みにはバッジ
に使用するため ご本人様
の顔写真が必要です。 

  

料金 

料金 費用の単位は ヨーロッパ諸国 はユーロ, 

その他の国は米ドル となります。 

非営利/小規模ビジネス料金 (非営利団体または中小企

業に雇用されている参加者) 

650 

株式会社費用（企業より参加の場合) 950 

配偶者、子ども料金（ディナーイベントのみ：開会式、5

月11日ディナー、5月1日ガラディナー、および5月13日閉

会式ディナー) 

350 



登録フォームはこちらまでお送りください。 

Eメール :      summit@globewomen.com 

FAX:          +1.202.466.6195      

郵便:            Global Summit of Women,  
       1100 G St. NW, Ste. 700 
      Washington, DC 20005 USA 

ご職業について 

該当するカテゴリーに1つだけ丸をつけてください。 

ご所属： 民間企業 起業家 政府 非営利組織 大学・研究機関  その他（    ） 

（民間企業・起業家の方） 

産業： 農業 サービス 通信 建設 コンサルティング エネルギー 金融 食品 ヘルスケア IT 製造業 メ

ディア 鉱業 製薬 小売 運輸 観光 卸売 その他（  ） 

 
 

サミットの特別セッションについて  

参加する食事付きセッションについてご記入ください（食品廃棄削減のためご協力をお願いします）。 

5月11日 ウェルカムディナー   ご参加・ご欠席 

5月12日 ネットワーキング朝食会  ご参加・ご欠席 

5月12日 昼食会    ご参加・ご欠席 

5月12日 ガラディナー ご  参加・ご欠席 

 ※ご参加の方は必ずメニューをお選びください。 

 ローストビーフマスタードソース添え もしくは 

 スズキの温野菜添え 

5月13日 ネットワーキング朝食会  ご参加・ご欠席 

5月13日 昼食会    ご参加・ご欠席 

5月13日 閉会ディナー   ご参加・ご欠席 

 

 
ベジタリアンですか？   はい・いいえ 

お食事に関する特記事項（宗教・アレルギーなど）_____________________________________________ 

 

サミット開催ホテルでのご宿泊について 

ホテルの予約にはサミットへの参加登録が必要です。参加者は特別価格でサミット会場のグランドプリンスホテル新

高輪にご宿泊可能です。スタンダードルームは1泊20,114円（税抜・約190USドル）です。サミット登録受付後に、特

別価格でのご予約に関する情報をお送りいたします。 

登録バッジ用写真について 

顔写真を登録フォームに添付の上、summit@globewomen.comまでお送りください。顔写真は参加者のバッジに印刷さ

れます。 

サミット参加申込書 

mailto:summit@globewomen.com


 

世界女性サミット（GSW）  

国際企画委員会  

ロヒニ・アナンド  

ソデクソ(米国)副社長、グローバルチーフダイ

バーシティオフィサー  

坂東 眞理子  

 昭和女子大学学長   

ジョニーナ・ブジャルツマルツ 

 アイスランドヨーロッパトラベルパートナー

シップCEO, 元議会議員、アイスランド環境大

臣 
 

ヘンリカ・ ボシュニアルツ  

 ポーランド民間企業雇用大統領、ボーイング 

中央・東ヨーロッパ社長  

マルガリータ・デ・コス  

 WWFスペイン・メジャードナーズディレク

ター  

アリス・ディア  

元アフリカ開発銀行エグゼクティブディレク

ター  

デリア・ドミンコ・アルバート  

 シニアアドバイザー、SGV / Ernst＆Young、

元フィリピン外務大臣 

 
パトリシア・エスピノサ・トレス  

元メキシコ労働省次官  

デニス・エヴァンス  

IBM副社長 ウーマンアンドダイバーシ

ティ・マーケティング 

咲江 T フクシマ  

三井物産（株）取締役役員、ブリヂストン

（株）取締役役員、味の素（株）取締役役員  

パット・ハリス  

マクドナルド 副社長 グローバルチーフダ

イバーシティオフィサー、グローバルコミュ

ニティエンゲージメント 

 

シブ・ヘレン  

 元ノルディックインベストメント銀行、チー

フコンプライアンスオフィサー 

 
キム・ソンジュ  

MCMホールディングス社長兼最高執行役員  

テス・マテオ  

CXCATALYSTS マネージングディレクター  

マルガレッタ・ノーナン  

 ngage 共同設立者兼CEO  

ジュリアナ・オィグン  

  元世界銀行チーフダイバーシティオフィサー  

モゥド・パゲル  

元ドイツテレコム上級副社長  

ウーシュラ・シュヴァルツェンベルグ  

ダイムラー チーフダイバーシティオフィ

サー  

アン・シェリー  

カーニバルオーストラリア 経営執行役員  

アンナ・ウー  

執行評議員、香港特別行政区  

アイリーン・ナティビィダット  

国際企画委員会委員長  

“永久的に平和と安定を望む者は皆、女性を

最前線におく為の闘いに挑む.” 

-Nelson Mandela 

2000 Global Summit of Women 

                     Johannesburg, South 



東京大会実行委員会  

中村紀子 —  大会実行委員長 

株式会社ポピンズ 代表取締役  

  

森まさこ - 大会実行副委員長 

参議院議員  

橘・フクシマ・咲江 —  大会実行副委員長 

G&S Global Advisory Inc., 代表取締役社長 

 

吉田晴乃 — 大会実行副委員長 

BTジャパン 代表取締役社長  

 

アキレス美知子 

ＳＡＰジャパン株式会社 常務執行役員人事本部長・NPO法人

GEWEL副代表理事 

荒金雅子 

株式会社クオリア代表取締役社長・NPO法人GEWEL理事 

坂東眞理子  

昭和女子大学理事長 

小林 喜光 

公益社団法人経済同友会 代表幹事 

栗原 美津枝 

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役 

 

キャシー松井 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 マネージング・ディレ

クター・チーフ日本株ストラテジスト 

 

村上由美子 

OECD東京センター長 

 

西田治子 

WHW) 一般社団法人Women Help Women代表理事  

 

Ann Sado 

(WHW) 一般社団法人Women Help Women理事・創始者  

佐藤玖美 

株式会社コスモ・ピーアール代表取締役社長 

津坂美樹 

ボストンコンサルティンググループ 東京事務所 

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター 

諮問委員会  

名誉顧問  

 小池百合子 

東京都知事 

 

山田真貴子 

総務省情報通信国際戦略局局長  

齋木 尚子 

外務省国際法局局長 

高橋はるみ 

北海道知事  

林文子 

横浜市長 

板東久美子 

消費者庁前長官 

岡田 直敏 

株式会社日本経済新聞社代表取締役社長 

大河原愛子 

株式会社ジェーシー・コムサ 代表取締役会長 

佐々木かをり 

株式会社イー・ウーマン代表取締役社長・創始者 

岩田 喜美枝 

公益社団法人２１世紀職業財団会長 

室伏きみ子 

お茶の水女子大学長 

 

一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連） 

 

公益社団法人 経済同友会 

協力団体  
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