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Experience-Led	
Transforma3on	
Summit	for	Execu3ve	

2018年12月11日(火)	@東京アメリカンクラブ	

エクスペリエンス レッド  
トランスフォーメーションサミット 

for エグゼクティブ 
 
 

 参加・協賛ご案内 

いまこそ次世代を担うエグゼクティブ層の 
トランスフォーメーションを！ 

2018/10/9 版 
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なぜこのサミットが必要なのか？

【概要】 
　時期：2018年12月11日(火）10:30~受付 
   場所：東京アメリカンクラブ 
　　　　〒106-8649 東京都港区麻布台2-1-2 
　参加：80名限定（ブランド企業40名、パートナー企業40名）　＊審査あり 
　主催：コムエクスポジアム・ジャパン 

企業の意思決定者・エキスパートが一堂に集結し 
顧客体験、顧客と企業の接点を中心として 
企業変革について学ぶ１日間 
 
業界では長らく「マーケティングトップ層のデジタル理解不足」が課題とされていました。
しかし、企業も世代交代を迎え、ビジネスにおいてデジタルを使いこなしてきたミドル層が
次のマーケティング施策のトップに就きつつあります。世代交代の過渡期であるこのタイミ
ングだからこそ、業界を超えて次世代のマーケティングトップとなるミドル層が集まるこ
とで、ここ数年で海外でも盛んに言われるようになった、顧客体験を中心に据えたトランス
フォーメーションを促すことにつなげていきます。 
 
今回のサミットでは、近視眼的な「顧客獲得」「短期売上アップ」、効率化のためのデジタ
ル活用から、顧客体験を中心に据えた、戦略と戦術のデジタルブリッジ、戦略に基づいたの
各種戦術を展開いくために必要な知識と情報をシェアし、それに関連するネットワークを広
げる機会としていきます。 
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世界主要都市で主催するカンファレンスの
最新情報とネットワークを瞬時に反映

Comexposium（本社：フランス）は、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロ
ンドン、パリ、シンガポール、オーストラリアなど、世界の主要都市でさまざ
まなテーマのカンファレンスを主催しています。iMedia Brand Summitだけで
なく、コマース分野ではモナコで行われる「eCommerce One to One」に欧
州の高級ブランド企業など主要リテール企業から1000人以上が参加。他にも
「Paris Retail Week」も展開しています。 
　世界各地で展開するカンファレンスの、生の情報をグローバルで共有するの
で、メディアに踊らされず、地に足の着いた業界のトレンド・課題をプログラ
ムに瞬時に反映できます。また、ネットワークを活かして海外から注目のス
ピーカーも招待できます。 
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1.  ビジネスを成長・加速させる人脈づくり 
 
参加するブランド企業は、成果をあげたい、課題解決したい、さ
らなる効率化・利益向上を図りたいという意欲ある決定権者ばか
りです。期間を有効に使い、彼らの課題や今後の目標に寄り添う
ことで、強固な人的ネットワークを作ることができます。そのつ
ながりは、サミットを終えてからのビジネスにも直結していきま
す。また、自社の商品・サービスを多くのブランド企業に知って
もらい、アドバイスを貰うなどして改善につなげられます。 

2. 次の展望、ビジネス拡大の機会を発見 
 
ブランド企業だけではなく、ほかのパートナー企業参加者とのつ
ながりもできます。彼らの考え方やソリューションのメリット、
活用事例などを知ることで、提携・協業パートナーの発見につな
がり、さらなるビジネス拡大につながります。 
また、海外のネットワークを通じた、スピーカー、パートナーの
参加も見込まれますので、海外展開を加速させたい、またはこれ
から行おうと考える企業にとっても役立つ場となります。 
 
 
 

サミット協賛・参加のメリット 

3. マネジメント層のさらなるスキルアップ 
 
サミットは、様々な業種のブランド企業、パートナーのトップエ
グゼクティブたちと過ごし、最新動向やビジネスの課題に向き
合って議論する機会でもあります。彼らとの深いディスカッショ
ンを通じて、人脈づくりはもちろん、企画・アイデア、論理的思
考など、マネジメント層に必要なビジネススキルを高めることに
もつながります。 
 
 
 4. グローバルも視野に入れたブランド向上 
 
iMedia Summitは20年以上続く、世界7カ国11都市で開催される
エグゼクティブプログラムとして、海外に向けても情報発信して
います。日本においても、日本のマーケターが世界で戦うために
必要な知識・情報を得てスキルを磨く場として認識されています。
国際カンファレンスを協賛することで、世界に向けた日本の成長
をサポートする業界のリーディングカンパニーとしてのブランド
構築をグローバルを視野に入れて高めることができます。 
 ＊世界で行われるカンファレンスの参加・協賛についての相談も可能です 
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10:30  受付開始 
11:00  海外ゲストによるキーノート 
11:50  プレミアムプレゼンテーション  
12:20 休憩:ランチ 

13:30  公式1：次世代リーダーは顧客体験による企業のトランス
フォーメーションにどう向き合うか？  

14:10 Insight Presentation 1 
14:40 Insight Presentation 2 
15:10 休憩 
15:25 公式2：向かうべきオウンドメディアの本質は？ 
16:05 Insight Presentation 3 
16:35 Round Table Discussion 
17:35 休憩 
17:45 公式３：企業変革を促進する組織とマネジメント  
18:25 休憩 
18:40 ネットワーキングパーティー 
20:00 終了 

 プログラム

＊プログラムは変更	
　する場合がございます。　	

■海外ゲストスピーカー（予定） 

Brad	Berens	(ブラッド・べレンズ）	
	
Chief	Strategy	Officer	at	the	Center	for	the	
Digital	Future	at	USC	Annenberg	
	
Linkedin	
hAps://www.linkedin.com/in/bradberens/	
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パートナー企業の参加・協賛について  

■参加（パートナー枠）

■協賛

＊会場となる登⽤アメリカンクラブ

パス種別	 金額	 内容	

Summit Pass ¥350,000 すべてのプログラムに参加可能（限定25枚）。	

スポンサー 金額 枠数 パス 内容 メニュー 枚数 

Premium Sponsor ¥5,000,000 1 5 冠スポンサー。参加者全員に向けたプレゼンテーション(30分間) ＋パーティー主催 

Presentation 
Sponsor ¥3,000,000 3 3 30分間のプレゼンテーション。参加者全員に向けたプレゼンテーション。時間指定不可。 

Round Table 
Sponsor 
 

¥2,500,000 
 1 3 

60分間のラウンドテーブルディスカッションの進行。
どのようなテーマを設定するかなど、事務局と打ち
合わせのうえ決定できる。 

SOLD	OUT
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＜参考＞ 

ブランドサミット2018 参加広告主 
	

スリーエム ジャパン株式会社 
株式会社アダストリア 
アディダス ジャパン株式会社 
全日本空輸株式会社 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 
アルヒ株式会社 
旭化成ホームプロダクツ株式会社 
アットホーム株式会社 
アウディジャパン株式会社 
バカルディ ジャパン 株式会社 
株式会社ビズリーチ 
カインズ株式会社 
株式会社CmerTV 
コーチ・ジャパン 
株式会社クレディセゾン 
第一三共ヘルスケア株式会社 
デル株式会社 
株式会社デルフィス 
合同会社DMM.com 
Elyland LLC 
江崎グリコ株式会社 
ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 
株式会社はなまる 
株式会社日比谷花壇 
ハウス食品グループ本社株式会社 
株式会社 日本HP 
Indeed Japan株式会社 
株式会社伊藤園 
日本航空株式会社 
日本ピザハット株式会社 
日本たばこ産業株式会社 
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
株式会社イオン銀行 
株式会社カネボウ化粧品 
花王株式会社 
KDDI株式会社 
日本ケロッグ合同会社 
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 
近畿日本鉄道株式会社 
キリン株式会社 
九州旅客鉄道株式会社 
 

ライフネット生命保険株式会社 
ライオン株式会社 
ラグジュアリーカード 
LVMH モエへネシー・ルイヴィトン・ジャパン 
株式会社mediba 
株式会社メディプラス 
森下仁丹株式会社 
株式会社モスフードサービス 
Machine Zone Japan K.K. 
日本ロレアル株式会社 
株式会社日本旅行 
株式会社ニトリホールディングス 
株式会社NTTドコモ 
オムロンヘルスケア株式会社 
株式会社オリエンタルランド 
P&G 
パーソルキャリア株式会社 
RIZAPグループ株式会社 
株式会社サンリオエンターテイメント 
参天製薬株式会社 
資生堂ジャパン株式会社 
SMBC日興証券株式会社 
株式会社エス・エム・エス 
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
株式会社宙オリエンタル 
株式会社ストライプインターナショナル 
住友生命保険相互会社 
三井住友カード株式会社 
サントリーホールディングス株式会社 
株式会社サン・アド 
テーブルマーク株式会社 
Tastemade Japan 株式会社 
株式会社東京個別指導学院 
東急リバブル株式会社 
株式会社トリドールホールディングス 
トヨタ自動車株式会社 
株式会社TSI ECストラテジー 
ワタベウェディング株式会社 
株式会社WOWOW 
ヤマサ醤油株式会社 
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【お問い合わせ】 
Summit運営事務局 
 
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社 
〒106-0032 
東京都港区六本木6-15-1 
E-mail imedia@comexposium-jp.com 
Tel 03-5414-5430 
Fax 03-5414-5431 


