
委員一覧 

お名前 ご所属 
大石 芳裕 おおいし よしひろ • 明治大学 教授 
神谷 渉 かみや わたる • 玉川大学 准教授 

北尾 健一 きたお けんいち • 株式会社公文教育研究会 取締役副社長 

北野 泰男 きたの やすお • キュービーネット株式会社 代表取締役社長 
（代理：松本 修 氏） 

清宮 俊之 きよみや としゆき • 株式会社力の源ホールディングス 
代表取締役社長 

鈴木 智子 すずき さとこ • 京都大学 特定准教授 

張 紅咏 ちょう こうえい • 独立行政法人経済産業研究所 
研究員 政策アドバイザー 

野沢 清 のざわ きよし • 公益財団法人サービス産業生産性協議会 
部長 

松﨑 曉 まつざき さとる • 株式会社良品計画 代表取締役社長 

（五十音順、敬称略） 
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お名前 ご所属 

北川 浩伸 きたがわ ひろのぶ • 独立行政法人日本貿易振興機構 
ハノイ事務所長 

【座長】 



北川 浩伸 Hironobu Kitagawa 

＜コメント＞ 
1989年日本貿易振興会（当時）入会。ロンドンセンター、経営企画主査、海外調査部
主任調査研究員、海外調査グローバル・マーケティング課長、総務部総務課長、サービス産
業部長などを経て現職。アジアなどの新興国マーケット進出に関する日本のサービス産業
（流通・小売・外食・教育・理美容等）の事情に精通するスペシャリスト。また、サービス産
業の視点から「ヘルスケア産業」「クリエイティブ産業」「東京オリンピック・パラリンピック」「クー
ル・ジャパン」「産業観光」も担当。グローバル人材の現況にも詳しい。 
2014年より日本のサービス産業海外展開のネットワークを構築することを目的とした「グロー
バルサービス実践塾」主宰。 
OECD、経済産業省、外務省、日本経団連、経済同友会、大学、業界団体、企業などの
講演多数。NHK「NHKスペシャル」、「クローズアップ現代」などテレビ番組にも解説出演。 

委員（座長） 

独立行政法人日本貿易振興機構 
ハノイ事務所長 

【専門領域】 
• 日本のサービス産業海外進出 / グローバル・サー

ビス・マネジメント 
• グローバル人材 
• グローバル・マーケティング 
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委員 

大石 芳裕 Yoshihiro Oishi  
 明治大学 経営学部 教授 
【専門領域】 
• グローバル・マーケティング 
• グローバル・ブランド 
• グローバルSCM 
＜コメント＞ 
1999年以来、グローバル・マーケティング研究会を主催。その他、日本生
産性本部、日本マーケティング協会などの講師や企業等の人材育成研
修も行っている。「現場発のグローバル・マーケティング」を信条とし，年間6
～10カ国を回り、40社程度の現地法人や現地企業を訪問している。 
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委員 

神谷 渉 Wataru Kamiya  
玉川大学 経営学部 准教授 

【専門領域】 
• 食品小売業の国際化に関する諸問題 
• 中国の流通・消費者行動研究 
• 欧米小売業のマーケティング戦略 

＜コメント＞ 
（公財）流通経済研究所で、海外分野を中心に消費財流通関連
の研究に携わる。2016年4月より現職。 
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北尾 健一 Kenichi Kitao 

委員 

株式会社 公文教育研究会 
取締役副社長 

＜略歴＞ 
昭和59年11月 ㈱日本公文教育研究会 入社 
平成18年7月   執行役員 東日本リクルートマネージャー 
平成20年7月   取締役 近畿ゾーンサブゾーンマネージャー 
平成23年10月  取締役 マーケティング戦略推進本部長 
平成24年10月 取締役 東日本統括、マーケティング戦略推進本部長 
平成25年3月   アジア・オセアニア公文代表取締役社長 
平成26年6月   取締役 
平成27年4月   常務取締役海外教室事業管掌 
平成27年6月   取締役副社長海外教室事業管掌（現） 
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松本 修 Osamu Matsumoto 

＜略歴＞ 
2004年1月  
2008年9月 
 
  
2010年5月  
2010年10月 
 
2011年7月 
 
  
2011年8月  
2012年3月 
  
2013年9月  
 
 
 
2013年12月 
2015年6月  

委員（代理） 

キュービーネット株式会社 
取締役管理本部長 

 
キュービーネット株式会社 入社 部長 
同社 財務部長 店舗開発部長 
QB House(Hong Kong) Limited Managing Director COO 
QB NET INTERNATIONAL PTE.LTD Managing Director COO 
執行役員 海外事業部長 
QB NET INTERNATIONAL Holdings PTE.LTD  
Managing Director COO 
執行役員 管理本部海外事業部長 
QB NET INTERNATIONAL Holdings PET.LTD 
Managing Director COO 
執行役員 海外事業室長兼 
執行役員 海外事業室長  
台和捷麗有限公司 董事  
執行役員 管理本部長兼海外事業部長 
QB House(Hong Kong) Limited Director（現） 
QB NET INTERNATIONAL PTE.LTD Director（現） 
QB NET INTERNATIONAL Holdings PTE.LTD Director（現） 
取締役管理本部長 
取締役管理本部長兼総務人事部長（現） 6 



清宮 俊之 Toshiyuki Kiyomiya 

＜略歴＞ 
平成 9年  4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社 
平成18年  4月 ㈱CCCキャスティング 取締役 
            ㈱TSUTAYA STORES HOLDINGS 執行役員 
平成18年  6月 ㈱デジタルスケープ 社外取締役 
平成23年11月  ㈱力の源カンパニー 入社 
平成24年11月  ㈱力の源カンパニー 取締役 COO 
平成26年  1月  ㈱力の源ホールディングス 代表取締役社長 兼 COO 
平成26年10月  CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS 
            PTE. LTD．Director 
 

＜コメント＞ 
1974年生まれ。大学卒業後、TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株
式会社に入社し、人事部長、執行役員、取締役などを歴任し、代官山プロジェクトのプ
ロジェクトリーダーに至るまで15年間勤務。その後、力の源グループに入社。平成26年1
月より㈱力の源ホールディングス代表取締役社長 兼 COOに。現在の展開店舗数は日
本133店舗、海外65店舗。創業30年を経て、新たにグループ全体で“JAPANESE  
WONDER TO THE WORLD“という想いを掲げ、国内・海外で積極的に事業展開中。 

委員 

株式会社力の源ホールディングス
代表取締役社長 兼 COO 
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鈴木 智子 Satoko Suzuki 

＜略歴＞ 
一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士（MBA），同博士後期
課程（DBA）修了。博士（経営学）。日本ロレアル（株），ボストン・
コンサルティング・グループなどを経て，2011 年より現職。 
 
＜コメント＞ 
おもてなし経営企業選（経済産業省）H25，H26 選考委員。 
主著に『イノベーションの普及における正当化とフレーミングの役割』（白桃
書房）のほか，国内外で，消費者行動論分野ならびにマーケティング分
野での論文多数． 
 

委員 

京都大学 経営管理研究部 
特定准教授  

【専門領域】 
• 消費者行動論 
• 国際マーケティング 
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委員 

張 紅咏 Hongyong  Zhang 
独立行政法人経済産業研究所  
研究員、政策アドバイザー 

【専門領域】 
• 国際貿易と直接投資 
• 中国経済 

＜コメント＞ 
経済産業省の政府統計を用いて、海外市場の不確実性と直接投
資やサービス貿易規制と日本企業の海外展開について研究を行って
いる。 
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委員 

野沢 清 Kiyoshi Nozawa 
公益財団法人 
サービス産業生産性協議会 部長  

【略歴】 
1986年4月  （株）日経リサーチ 入社 
1991年6月  （財）日本生産性本部 経営開発部 入職 
2003年4月 同財団 経営革新部課長 
2007年 5月  サービス産業生産性協議会（SPRING）設立に参画、 
          課長を兼務 
2011年 4月 同議会  経営開発部長（現） 
2013年10月  サービス産業生産性協議会（SPRING）部長を兼務（現） 
2014年 4月 筑波大学大学院システム情報工学科 
        （サービス工学・顧客満足度解析担当）客員教授（現在に至る） 

＜主な活動実績＞ 
・「サービス産業生産性向上支援事業（サービスプロセス改善事例の開発、日本版CSIの
開発および調査」（200７年～2009年、経済産業省） 
・「平成21年度 産業技術人材育成支援事業（サービス工学人材分野）公募審査委
員会委員（2009年7月～2010年3月、経済産業省） 
・「おもてなし規格認証（仮称）に関する検討会委員」（2015年、経済産業省） 
・「地域企業 評価手法・評価指標検討会委員」（2015年、経済産業省） 
・「ローカルベンチマーク活用戦略会議委員」（2016年、経済産業省） 10 



松﨑 曉 Satoru Matsuzaki 

＜略歴＞ 
1978年 ㈱西武ストアー（現合同会社西友） 入社 
1990年 同社 法務部国際法課長  
2001年  同社 執行役員アジア事業部長 
2005年 ㈱良品計画 入社 海外事業部アジア・業務担当部長 
2008年 同社 執行役員 海外事業部中国担当 
2011年 同社 取締役 海外事業部長 
2012年 同社 常務取締役 海外事業部長 
2013年 同社 専務取締役 海外事業部長 
2015年 同社 代表取締役社長（現任） 
同年    ㈱MUJI HOUSE 代表取締役社長（現任） 

＜コメント＞ 
1954年生まれ。西武ストアー（現合同会社西友）を経て2005年良品計画入社。西
友時代には法務部門や海外事業部門に長く在籍し、1991年の海外初出店をはじめ、
MUJIの海外法務関係にも従事。2005年の入社以来、一貫して海外事業を担当し、
新規国含む海外事業の拡大、およびそのための国内外の組織作りに尽力。2015年5
月代表取締役社長に就任、現在に至る。同年5月にはグループ会社である株式会社
MUJI HOUSE代表取締役社長に就任。良品計画グループ全体の価値向上に取り組
む。 

委員 

株式会社 良品計画 
代表取締役社長 
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