講演・セッションスケジュール

ホール会場（ミッドタウン・イースト地下 1階）

〜自分を進化させるための努力＆セルフプロデュースの極意

生駒里奈 女優・タレント
前田裕二 SHOWROOM 代表取締役社長
聞き手 品田英雄 日経BP総研 マーケティング戦略ラボ 上席研究員

13 時

H04 ブレスラボ Presents
働く女性の“息”があぶない !?
14 : 15 H08
14 : 45 前向き女子になるための口臭ケアレッスン
働く女性のキャリアサバイバル術
14 : 55 〜子育て、仕事…様々な葛藤を超えて
亀山敦史 東京歯科大学 千葉歯科医療センター准教授
細川モモ 予防医療コンサルタント/
2011〜 2015 ミス・ユニバース・ジャパン オフィシャルトレーナー
麓 幸子 日経BP総研フェロー／
日経WOMAN元編集長・発行人
西原良介 第一三共ヘルスケア マーケティング部

〜

11 : 40 C502
〜

マネー美人のための
15 : 30
資産形成セミナー2018
グループマネジャー

藤川明日香 日経WOMAN 編集長

ブランド推進第二グループ ブレスラボブランドマネジャー

〜

〜自分の歌を自由に歌おう〜

大草直子 スタイリスト／
mi-mollet コンセプトディレクター
聞き手 羽生祥子 日経ARIA 編集長

17時

※本セッションは、事前申込で当選された方
のみ参加できます。当日参加はできません。
また、男性の方、20 歳未満の方は参加でき
ません。

（H11とC903 は除く）

14 時

15 時

協賛：デル

働く女性の共感を呼ぶ
16 : 20 C506
あの人気連載が登場!
「小西美穂の七転び八起き」17 :00 伯爵夫人に学ぶ
エレガントな心と生活
〜転んでもチャンスをつかむ方法とは?〜

16 : 40

小西美穂 日本テレビキャスター

ドメストル美紀 執筆家
聞き手 木村恭子 日本経済新聞 編集委員

16 : 25 C705
17 : 25

腸活は食物繊維の選び方と
とり方がカギ !!
腸から元気＆キレイになる
秘訣を名医が解説 !
小林暁子
松本真綾

17 : 10

小林メディカルクリニック東京
理事長・院長
小林製薬 ヘルスケア事業部 マーケティング部
食品グループ ブランドマネージャー

席に余裕がある場合は、事前申込が
ない方もご参加いただけます!

18 時

13 時

第1部

デル
横塚知子 コンシューマー
&ビジネスマーケティング部 部長
聞き手
編集長
羽生祥子 日経xwoman
＜日経DUAL創刊編集長 ＞
16 : 10 C704

16 : 00 C104
〜

H10
美容編集者のコスメ放談
17 : 05 2019 年は
内から外からキレイをつくる!
インナービューティー最前線
麻生 綾 etRouge 編集長
米川瑞穂 NikkeiLUXE 編集長

［トークセッション＆交流会］

C903
いまさら聞けないワインのＡＢＣ
―国内屈指の講師・田辺由美先生
による初心者のための基本講座
田辺由美 ワインアンドワインカルチャー社長／
ワインアンドスピリッツ文化協会理事長

〜仕事でも家庭でも華麗に自己研鑽
（★）

〜

※事前申込開始時と会場、
時間が変更になりました

16 : 25

12 時

16 : 00 外資系“学びの達人”が
こっそり教えるマル秘ワザ

〜

H06 日経 ARIA Presents
大草直子さんに聞く
16 : 55「40 代からのキャリア、生き方」
16 : 15

〜

16 時

15 : 10

〜

15 時

15 : 00 C704

麻生綾 etRouge 編集長

H05 日経 doors Presents
これからは「自分の好き」を仕事にする、
「わたし」を経営する! 15 : 20 H09 日経ヘルス Presents
15 : 50 ハヤカワ五味さん・堀江敦子さんに聞く「わたしが開くトビラ」
「村木宏衣の
16 : 00 整筋・顔体（せいきん・かおからだ）教室」
ハヤカワ五味 ウツワ 代表取締役社長
〜ほうれい線を消し、お腹も脚も細く！〜
堀江敦子 スリール 代表取締役社長
聞き手 鈴木陽子 日経doors 編集長
村木宏衣 アンチエイジングデザイナー

〜

聞き手

11時

（さんかふじんかたてでばり）
佐藤雄一 産科婦人科舘出張
佐藤病院院長
虻川美穂子 北陽
栗原宏枝 バイエル薬品 シニアブランドマネジャー
研究本部 技術研究所
河端恵子 明治
栄養研究部 部長
壽福麻里子 ロート製薬 広報・CSV推進部
日経BP総研 メディカル・ヘルス ラボ
聞き手 黒住紗織 主任研究員

生活経済ジャーナリスト／
和泉昭子 ファイナンシャルプランナー
三菱UFJ国際投信
佐藤知美 お客さまサポー
ト部 サポートグループ

〜

14 時

冬でもうるつや肌の秘訣とは!?

12 : 10 冬場のお肌のオススメケア方法と
そのメカニズムを専門医が答えます！
今泉明子 医療法人青泉会 今泉スキンクリニック 院長
小林製薬 ヘルスケア事業部
出原温子 マーケティング部
洋薬グループ

13 : 00 成功も失敗も自分の糧に!
朝の5 分が印象を左右する!
しなやかなキャリアの描き方
（★） 12 : 20 美髪のためのヘアドライの秘訣と、
協賛：日経HR
ブランドマネージャー
なりたい印象別ヘアスタイリングのコツ
（★）
アビームコンサルティング P＆ＴDigitalビジネスユニット
協賛：ダイソン
今野愛美 ＦＭＣセクター
マネージャー
apish
Rita
店長
岡田晃忠
ECCジュニア事業部
大塚愛美 ECC
横浜センター センター長
12 : 35 C703
聞き手 加藤ひと彩 ダイソン
前田通子 日本HP 執行役員 パートナー営業副統括
仕事も妊活もパワーアップ！
C503
:
14 : 35
モデレーター 金澤悦子 はぴきゃり 代表取締役 12 50
働く女性が知っておきたい
朝イチ30 分で自分の強みが分かる！
13 : 00
13 : 30 仕事で評価され、
頑張りが報われる
カラダのこと、大切なこと
「私の人生年表」
の作り方
「ヘルシー・マザリング・プロジェクト」13 : 40
連動セミナー＆トークショー
13 : 30 C103
池田千恵 朝6時 代表取締役

〜

14 : 05

柴田陽子 ブランドプロデューサー／
柴田陽子事務所 代表取締役

〜

「変化の時代を生き抜く力」

人文学部
岡島 義 東京家政大学
心理カウンセリング学科 准教授
ニュートラシューティカルズ事業部
神野亜紀子 大塚製薬
製品部 賢者の快眠担当
日経BP総研 メディカル・ヘルス ラボ
聞き手 黒住紗織 主任研究員
11 : 10 C702

「仕事と人生を
『好転』
させるルール」

女性リーダーたちによるリアルトークベント

10 時

協賛：大塚製薬
〜睡眠と目覚めと体内リズムの重要性〜
（★）

〜

H03
生駒里奈さんと前田裕二さんが語る

ブランドプロデューサー

10 : 55 柴田陽子さんが教えてくれる

11 : 30 C102 日経キャリア NET Presents

Room9

〜

12 : 10
12 : 50

10 : 15 C101 日経 WOMAN Presents

H02

女性が切り開く農林水産業の未来
小泉進次郎 衆議院議員
坪内知佳 GHIBLI代表取締役および船団丸代表
迦しょう 代表
遠藤春奈 こんにゃく工房
農業女子プロジェクトメンバー

Room7
10 : 00 C701 賢者の快眠 睡眠リズムサポート Presents
目覚めスッキリ習慣をみにつけて、
10 : 40 1日に差をつけよう。

〜

12 時

11: 45

〜

11時

〜

11 : 05

Room5 〜 6

〜

「あたらしい私、挑戦しつづける私」
柴咲コウ 女優・アーティスト 聞き手 山本舞衣子 フリーアナウンサー

〜

10 : 40

Room1〜 4

〜

〜

10 時

ホール B-2

H01
柴咲コウさんが語る

〜

ホール B-1
10 : 00

カンファレンス会場
（ミッドタウン・タワー 4 階）

〜

12.1sat パブリックデー

［トークセッション＆交流会］
日経DUAL 特別企画

第2部

外資系“学びの達人”の舞台裏
〜悩めるDUAL 世代のための
交流会〜（★）

16 時

協賛：デル
デル
横塚知子 コンシューマー
&ビジネスマーケティング部 部長
聞き手 片野 温 日経DUAL 編集長

17時

18 時
席に余裕がある場合は、事前申込が
ない方もご参加いただけます!

（H11とC903 は除く）

19 : 20
〜

19 時

H11

日経ウーマノミクス・プロジェクト Presents

田辺由美 田辺由美のWINE SCHOOL主宰／サクラアワード審査責任者
野宮真貴 アーティスト

スペシャルゲスト

20 時

19 時

2018

」
受賞ワインを楽しむ
20 : 50「サクラアワード
〜ヒット曲が彩る女性限定クリスマスパーティー〜

※本セッションは、事前申込で当選された方のみ参加できます。当日参加はできません。
また、男性の方、20 歳未満の方は参加できません。
※講演・セッションのタイトルや登壇者は、予告なく変更になる場合があります。

（★）付きの講演・セッションを受講される方は、講演・セッション申込入力画面でご登録いただいた情報（住所
や電話番号、E-Mail アドレスなど）や、
受付でご記入いただいた情報を、日経 BP 社が取りまとめ、
（★）付きの講演・
セッションの協賛企業に第三者提供いたします。第三者提供後は、各社それぞれの責任において管理されます。
セッションに参加された方には、講演企業・協賛企業から直接各種ご案内（製品・サービス、展示会・セミナー
催事など）や、調査などのお願いをさせていただく場合があります。

20 時

