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第16次「小売業としてのSDGsへの取り組み」＜第６回＞

第15次「新しい時代の生活創造と小売業」＜第５回＞

小売業サプライチェーンの競合から協働へ
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リテール＆ITリーダーシップフォーラム2022リテール＆ITリーダーシップフォーラム2022

「リテール&ITリーダーシップフォーラム2022」開催にあたって
　藤野直明 氏 日本小売業協会 CIO研究会 コーディネーター／株式会社野村総合研究所 シニアチーフストラテジスト
技術革新とDX戦略
　金丸恭文 氏 フューチャー株式会社 代表取締役会長兼社長 グループCEO
DXを加速するテクノロジーの潮流
　西脇資哲 氏 日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員
カインズの「DXからCX」とサプライチェーンの取り組み
　高家正行 氏 株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO
Next DX：サプライチェーンをアップグレードするメタバース・デジタルツイン
　森 正弥 氏 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー アジア太平洋地区 先端技術領域リーダー
ビジネスマーケットプレイス Amazonビジネスが加速するDX
　石橋憲人 氏 アマゾンジャパン合同会社 Amazonビジネス事業本部 事業本部長
サプライチェーンプラットフォームを使った製・配・販のロス削減に向けた取り組み
　齋藤正記 氏 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員 グループDX推進本部長 兼 グループDXソリューション本部長 兼 経営推進本部 DX推進担当シニアオフィサー
壁を越えて連携する～競合から協働へ～
　山本慎一郎 氏 株式会社カスミ 代表取締役社長 兼 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表取締役副社長
パネルディスカッション「小売業サプライチェーンの競合から協働へ」
　コーディネーター 藤野直明 氏 日本小売業協会 CIO研究会 コーディネーター
　パネリスト　　　 佐藤元彦 氏 日本小売業協会 CIO研究会 座長／株式会社丸井グループ元副社長
　　　　　　　　　山本慎一郎 氏 株式会社カスミ 代表取締役社長
　　　　　　　　　西川晋二 氏 株式会社トライアルホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
　　　　　　　　　河合亜矢子 氏 学習院大学 経済学部 教授

新年のご挨拶 日本小売業協会 会長 野本弘文
第20回アジア太平洋小売業者大会（インドネシア）報告

倫理・教育委員会倫理・教育委員会

CIO研究会CIO研究会

小売業のDX推進と業務改革の方向性について─地域生活基盤の維持・向上に貢献する小売業の進化を目指して─
　橋本雅隆 氏 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授

セブン＆アイグループのSDGsへの取り組み
　釣流まゆみ 氏 セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員 経営推進本部 サステナビリティ推進部 シニアオフィサー

「内容証明文書の活用」

26

30

寄稿寄稿

「そんなバナナ」
　鈴木研二 氏 フューチャーアーキテクト株式会社 ビジネスディベロップメントグループ 流通・製造統括 執行役員

14企業経営委員会企業経営委員会

メタバース空間における小売業のポテンシャル
　仲田朝彦 氏 株式会社三越伊勢丹 営業本部 オンラインストアグループ デジタル事業運営部 レヴ ワールズ

令和４年度第２回常任理事会・理事会合同会議報告
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