Corporate Social Responsibility in Asia
Business Solutions for Global Challenges

昨年に引き続き 2 度目の開催となる CSR Asia 東京フォーラム。今年は最も注目を集めている中国、インドネシア
やミャンマー等、アジア新興市場の最新 CSR 事情や企業の取組み、課題などについて各分野の専門家をお招きし、
具体的事例をまじえてお話しいただきます。日本企業がアジア地域で先進的かつ戦略的 CSR を実践し、成功させる
ためのヒントや知見を得られる機会です。
また、NGO による展示ブースを設置し、企業と NGO とのパートナーシップ構築や協働事業の促進を致します。
【開催概要】
日時：
場所：
参加費：
定員：
登壇者：

2013 年 3 月 4 日（月） 10：30～17：00 （10 時受付開始）
電通ホール （東京都港区東新橋 1-8-1）
21,000 円 (消費税込）
100 名（先着順）

馬 軍 氏 （公衆と環境研究センター（IPE） 代表）

ジャラール 氏 （A+CSR インドネシア共同創設者）
インドネシアにおける CSR 専門家。持続可能な発
展の分野においては、同国全国紙や雑誌、国内
外の専門誌に数多く寄稿するほか、国内外のセミ
ナーのスピーカー、大学の非常勤講師、企業のト
レーニング講師、CSR 大賞の審査員、石油と天然
ガス採掘企業の環境と社会的側面のアドバイザ
ーや UNDP での勤務経験もある。

IPE 創設者。中国の汚染情報に関わるデータベー
ス「中国水汚染地図」「中国大気汚染地図」を開
発。環境情報の開示とサプライチェーンのグリー
ン化を推進している。環境分野で活躍した中国人
に贈られる 06 年グリーン・チャイナ・マン・オブ・
ジ・イヤー受賞、また同年 TIME 誌の「世界で最も
影響力のある 100 人」に選ばれた。

ディー・リー 氏 （INNO 代表）

鈴木 均 氏 （国際社会経済研究所 代表取締役社長）
NEC CSR・環境推進本部 主席主幹を兼務。ＮＥＣ
に入社後 1998 年まで海外事業に従事。その後、
同社の社会貢献推進室長としてグループの企業
市民活動の推進を担当。2004 年から CSR への
取組み、2009 年から CSR 推進部長（兼 社会貢献
室長 兼 ＣＳ推進室長）として同社グループ全体
の CSR 活動全般を統括。2012 年から現職。

INNO（NGO）の創設者。2007 年から中国の工場
労働者向けにステークホルダーエンゲージメント
のシステムとして、電話ホットラインを導入。革新
的かつ実質的なアプローチで、移民労働者問題
や社会的弱者、人権問題に取り組み、様々なコミ
ュニティ開発支援を行っている。

リチャード・ウェルフォード （CSR Asia 会長）
CSR Asia 創設者、経済学博士。20 年以上にわた
り CSR や環境管理を研究。アジアの CSR 研究の
世界的第一人者と評される。香港大学教授を
2010 年に定年退職後、アジア工科大学（AIT,バン
コク）との共同事業であるアジア初の CSR 修士課
程を創設。国際ビジネス、環境管理、労働人権、
企業の社会的責任についての著作多数。

◆パネルディスカッション・モデレーター

エリン・ライオン（CSR Asia エグゼクティブディレクター）
◆閉会挨拶

赤羽真紀子（CSR Asia 日本代表）

【お申込み方法】

公式サイト http://csr-asia-japan.com/events/から専用フォームにアクセスしてお申込みください。後日、
ご請求書を郵送致します。お振込みをもちまして、ご参加登録とさせていただきます。（受講証は発行致しません）
フォーラムに関するお問合せは japanoffice@csr-asia.com までお気軽にご連絡ください
CSR Asia 東京事務所
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 JR 恵比寿ビル 11F サンブリッジ GVH 内
TEL: 03-6890-1134 FAX: 03-6890-1151 Email: japanoffice@csr-asia.com
URL: www.csr-asia.com （グローバル）

http://csr-asia-japan.com/（日本語）

＊

CSR Asia 東京フォーラム 2013 プログラム
10：00 受 付
10：30 開会挨拶

「日本企業がアジアで実践すべきこと」

【A ホール】

リチャード・ウェルフォード
10：50 基調講演

「中国が期待する日本企業の CSR」
馬軍氏

11：20 パネルディスカッション 「新たな協働に向けて～アジアの第一人者から学ぶ最新事情～」
鈴木均氏、ジャラール氏、ディー・リー氏、リチャード・ウェルフォード
モデレーター：エリン・ライオン
12：30 昼食（お弁当をご用意しています）
12：45 スカイプセッション (CSR Asia 香港、バンコク、クアラルンプールよりオンライン中継)
13：20 分科会１

14：50

【A ホール】

分科会２

【B ホール】

「中国における環境問題と企業の取組み」

「インドネシアの CSR 課題と機会」

馬軍氏

ジャラール氏

コーヒーブレイク

15：10 分科会３

【A ホール】

「ミャンマーで成功するための CSR」
リチャード・ウェルフォード

分科会４

【B ホール】

「中国における人権とサプライチェーンのソリューション」
ディー・リー氏

16：40 閉会挨拶 「今後の日本企業の CSR 展開」 赤羽真紀子（CSR Asia 日本代表）

【A ホール】

17：00 終了予定
*上記プログラム内容は一部変更される場合がございます
*すべてのセッションに日英の同時通訳がつきます

主催：

共催：

後援：

協力： 日本財団 CANPAN プロジェクト
◎CSR Asia について
CSR Asia は、アジア太平洋地域において最大級のネットワークをもつ CSR とサステナビリティに特化したシンクタンクです。お客様やステークホルダーにいち
早く信頼できる情報をお届けし、CSR 各分野の専門家によるコンサルティング、CSR ビジネスソリューション、トレーニング、リサーチなどの各種サービスを
ご提供致します。2003 年に香港で設立。現在東京、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、シドニー、インドネシア、中国、英国に拠点があり、主に
アジア地域での持続可能な CSR ビジネス戦略のサポートを行っています。

ポストフォーラム「トレーニングのご案内」
CSR Asia 会長のリチャード・ウェルフォードが以下の通り半日講義を行います。日本ではなかなか受けられないウェルフォードによる
トレーニングの中から、日本の CSR ご担当者向けに実践的な構成で、アジアの CSR 戦略を具体的事例や経験談を基にわかりやすく
ご説明いたします。（同時通訳付き）
なお、フォーラムご参加者及び午前・午後の部連続受講される方は 10％割引、フォーラムと午前・午後連続受講される方は 20％割引
にてご参加いただけます。

午前の部
3 月 5 日（火）9：00～12：30 受講料：27,300 円（税込）
テーマ：Sustainability Strategy and Implementation
（サステナビリティ戦略と実践）

午後の部
3 月 5 日（火）13：30～17：00 受講料：27,300 円（税込）
テーマ：Stakeholder Engagement
（ステークホルダーエンゲージメント）

■場所：CSR Asia 東京事務所会議室（JR 恵比寿ビル）
■お申込み：japanoffice@csr-asia.com まで氏名、ご所属、メールアドレス、電話番号をお送りください。
（お席に限りがございますのでお早目にお申込み下さい）

