
ビューティビジネス学会　第3回全国大会 ／　実践経営学会　東アジア経営研究会　第9回東アジア経営管理国際学術大会　プログラム

日時 2014年9月13日（土）

場所 ハリウッド大学院大学（六本木ヒルズ　ハリウッドプラザ）

8:45 受付開始（5Fホール）

時間 スケジュール 5F　Aホール 5F　Bホール 時間 スケジュール 10F　A会場 10F　B会場

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 休憩

10:05

10:30

10:45

11:00

11:25

11:30

11:45

12:00 お弁当引き渡し場所

12:05

12:30

12:35

13:05

13:00

13:15

13:30

13:35

13:55 休憩

14:00 基調講演① ハリウッド大学院大学　学長　山中祥弘

↓ 司会：ハリウッド大学院大学　教授　横澤利昌

14:50 「サービス産業の現状と将来」

15:00 基調講演② 早稲田大学　教授　永井猛

↓ 司会：ハリウッド大学院大学　教授　横澤利昌

16:00
「美容サロン業界の研究課題（モチベーションサーベイと顧客サー
ベイから見えてきたこと）」

16:00 基調講演③
日本写真印刷株式会社 情報コミュニケーション事業部 事業戦略
部 エキスパート　岡部謙介

↓ 司会：ハリウッド大学院大学　教授　江夏健一

17:00 「美容サロンのサービスマーケティング」

17:00 基調講演④ 早稲田大学　教授　長沢伸也

↓ 司会：ハリウッド大学院大学　教授　江夏健一

18:00 「ラグジュアリーブランディングとビューティビジネス」

18:00 閉会の挨拶 ハリウッド大学院大学　学長　山中祥弘

↓

18:15

18:20 懇親会

↓

19:30

理事会 理事会会場：11F　教員会議室

株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研　野嶋
明・齋藤陽子

「ベトナム-日本の理美容サービス研修に関する報告」

司会・コメンテーター：上智大学　竹之内秀行

ビューティビジネス学会　全国大会　セッション
共通論題：東アジアにおけるサービス経営

（Service Business Management in East Asian Countires）

早稲田大学商学学術院産業経営研究所 里見泰啓 / 高
崎経済大学　清水さゆり

「中小石けん・洗剤メーカーの事業継続の要因について
−エスケー石鹸の事例分析−」

司会・コメンテーター:：富山大学　 岸本寿生

桜美林大学大学院　蓑地章子

「日中韓台における美容師・美容学校生のキャリア意識
調査からみた各美容業界の特徴と課題」

司会・コメンテーター：拓殖大学　佐藤幸志

国際ビジネス研究センター　金崎賢希

「新興国多国籍企業から何を学ぶか―ブラジル化粧品
メーカー、ナチュラの事例から―」

司会・コメンテーター：山梨大学　竹之内玲子

株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研　田中
公子

「ASEANと日本、サロン利用の対比から見た日本の美
容サロンの「特殊性」と「優位性」」

司会・コメンテーター：株式会社リクルートライフスタイル
ビューティ総研　野嶋明

广州肯威贸易商行 会長　邱晓忠
「サロン用美容器具販売への多元化的提案」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

上海明之镜室内设计有限公司 社長　王学明
「サロン内装デザイン及びサロン経営のブランディング」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

懇親会

昼食会場：5F　Bホール

理事懇談会会場：11F　教員会議室

S KING ACADEMY　運営総監　Vicky Lin
「台灣美髮業創新經營」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

(社)大韓美容師 會中央會付設ビューティー産業研究所
宋姈優
「美容業におけるサービス伝達プロセスに関する考察」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

南京美界时尚集团公司　会長　呉虹磊
「サロンの総合的経営のメリット」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

早稲田大学大学院・株式会社グレース　石川雅一/早稲
田大学　長沢伸也

「製薬企業リスクマネジメント理論の化粧品会社への援
用」

司会・コメンテーター：九州産業大学　土井一生

美容雑誌社（行睿传媒）HAIR FASHION　相談役　尚生
国
「30年間に亘る中国の美容業の発展」
司会・コメンテーター：ハリウッド大学院大学　川島鋼太
郎

昼食

共通

受付開始 受付：5Fホール

会員総会会場：5F　Aホールビューティビジネス学会　会員総会

昼食

会員総会

淑徳大学　葉山彩蘭

「日中台における女子大学生の就業意識調査から見た
日本の女性活躍推進の課題」

司会・コメンテーター：桜美林大学　齋藤泰浩

自由論題

自由論題



ム

第1分科会 　テーマ：経営戦略・国際ビジネス
座長：鈴木忍（亜細亜大学）/Inje University　姜

漢均

第2分科会　テーマ：事業承継・医療経営
座長：中瀬　昭（東アジア経営研究会）

第3分科会　テーマ：ファミリービジネス
座長：水野隆張　（日本経営管理教育協会）/後

藤俊夫（日本経済大学）

第4分科会　テーマ：経済・会計
座長：金昌泰（東義大学校）/夏目重美（亜細亜

大学）

時間 スケジュール 7F　C会場 7F　D会場 7F　E会場 7F　F会場

9:00

9:30

10:00

10:05

10:35

11:05

11:35

12:05

12:45

13:15

※プログラムおよび報告者には変更が入る可能性がございますのでご了承ください。

経営コンサルタント　藪野正明

「経営理念の集合形成―日本企業と世界思想 」

コメンテーター：東義大學校　李静銀

昼食会場：5F　Bホール

Sojunghan Nun Ophthalmology Clinic　申勝惠

「美容はあなたの大切な目から.」

コメンテーター：調整中

東アジア総合研究所　堤一直

「Verifying the Conversion of Military Related
TechnologyTo Civilian Use in North Korea」

コメンテーター：東アジア総合研究所　姜　英之

Inje University　金鳳熙/姜漢均

「The Comparative Study on the Characteristics
and Effects of Economic Effects of
U.S./Japanese FDI in Korea」

コメンテーター：兵庫県立大学　市川一夫

日本経済大学　後藤俊夫

「我が国における理容・美容業者の長寿性につ
いて 」

コメンテーター：経営コンサルタント　藪野正明

日本経済大学　落合康裕

「事業承継における自律性と後見.」

コメンテーター： 東義大學校　李東喆

東義大學校　金燦烋/李瓊球

「アメーバ經營が企業の效率的成長に及ぼす理
論的硏究」

コメンテーター：兵庫県立大学　市川一夫

東義大學校　張輝/元井喜

「A Comparative Study on the Accounting
System between Korea and China」

コメンテーター：亜細亜大学　夏目重美

ハリウッド大学院大学　横澤利昌

「ホスピタリティ概念導入から現状と将来」

コメンテーター：小倉光雄

法政大学大学院博士課程　殿崎正芳

「Study on architecture theory in the plant
factory」

コメンテーター：亜細亜大学　鈴木忍

東義大學校　李廷元/ 鄭文欽

「漢洋方医療機関の満足度比較研究.」

コメンテーター：東義大學校　金昌泰

東義大學校　金昌泰/申昭鴻

「医療情報システム導入が病院経営に及ぼす影
響.」

コメンテーター：東義大學校　李延元

嘉悦大学大学院　博士課程後期　津島晃一

「中小企業の非親族承継研究における日欧の概
念の違いに関する考察」

コメンテーター：日本経済大学　落合康裕

MUINE　朴俶伊

「ニーズに基づいた 商品差別化の実践 ：韓国の
化粧品に関する経営学的一考察 」

コメンテーター：調整中

関西大学　上野恭裕/大阪府立大学大学院経済
学研究科博士課程　福田隆吉/大阪府立大学大
学院経済学研究科客員研究員　船本多美子
「ネットワーク組織の持続的成長―機械器具卸
商協同組合の事例」
コメンテーター：明治大学大学院　柳義久

ハリウッド大学院大学　村上良三

「The subject of the "woman's labor" in Japan,
and a view~woman's work –A root is explored」

コメンテーター：亜細亜大学　鈴木忍

北海商科大学　菊池真一

「Business strategy aimed at Asia from the Far
East Russian.」

コメンテーター：東義大學校　朴相鳳

実践経営学会　東アジア経営研究会　東アジア経営管理国際学術大会　セッション

東京都美術館　川越仁恵

「伝統工芸の現状と課題―新意匠開発を志向し
て」

コメンテーター：明治大学大学院　柳義久

経営コンサルタント　加納良一

「ファミリー企業の長期生存要因」

コメンテーター：日経リサーチ　曽根原敬悦

ISTコンサルテイング　石井洋之

「リスクマネジメントとレジリエンス～辰馬本家酒
造の被災を事例として～」

コメンテーター：日経リサーチ　曽根原敬悦

静岡大学博士課程後期　森下あや子

「持続型企業における共生的な相互作用に関す
る考察」

コメンテーター：日本経済大学　落合康裕

自由論題

【ポスター発表】東義大學校　黃小龍/ 尹末順/
朴相鳳
「韓国・地方所得税の還給地について改善方
案」

【ポスター発表】東義大學校　李東喆/韓輝哲
「ブルーオーシャン戦略の成功事例分析」

【ポスター発表】Pohang University　金濟玕
「医療観光産業の現況と活性化方案.」

【ポスター発表】釜山大學校　白相旭/呉徳子
「The Effects of Participation in Badminton
Programs After School on the Physical
Strength and Blood Bone Metabolic Indexes of
Obese 」

【特別講演】株式会社藤波タオルサービス
代表取締役会長　藤波璋光/
代表取締役社長　藤波克之

「事業継承とイノベーション」

モデレーター：日本経済大学　後藤俊夫

東義大學校　李靜銀/安沶柾

「物流原価節減のための最適在庫管理」

コメンテーター：東義大学校　李瓊球

日本貿易振興機構　今野彰三

「国際展開における品質経営―新たな価値創造
への試み―」

コメンテーター： Inje University　金鳳熙

自由論題

昼食

第9回　東アジア経営管理国際学術大会　後援：
実践経営学会・顧客価値からの発想研究会、盛和塾大阪・事業継承講座、一般社団法人・事業承継学会、一般社団法人東京都中小企業診断士協会中央支部「老舗研究会」、一般社団法人日本
ファミリービジネスアドバイザー協会（FBAA）、非営利法人ファミリービジネスネットワーク・ジャパン（FBNJ）（五十音順）

13:45

休憩
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