
 

Press Release 
報道関係者各位 

2021 年 3 月 9 日 

株式会社グローバルプロデュース 

イベントプロデュース事業を行う株式会社グローバルプロデュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社

長：光畑真樹）は、これからのコミュニケーションの在り方を世界中に発信することを目的としたオンライ

ン、オフラインが融合したハイブリッドイベント『2021 JAPAN Hybrid Conference -ハイブリッドコミュ

ニケーションの未来-POWERED by GLOBAL PRODUCE』を 2021 年 3 月 25 日（木）16:00 から 18:00

で開催します。 

 

◆イベント特設サイト：https://www.global-produce.jp/hybrid-conference/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教育学者 齋藤孝氏、元マイクロソフト 澤円氏、サイボウズ 代表 青野氏が登壇 

DX の加速とともに激変が予測されるこらからのハイブリッドなビジネスコミュニケーションを語る 

新型コロナウイルス感染拡大により世界中の日常を大きく変えました。社会構造も変革し、世界中で DX(デ

ジタルトランスフォーメーション)が加速しています。企業の在り方や働き方、それに伴うコミュニケーショ

ン手法も例外ではなく、リアルとデジタルを融合した「ハイブリッド手法」が様々な“カタチ”で生まれてい

ます。 

当社は、このハイブリッドなビジネスデザインこそが、これから求められる社会の中で躍進する鍵である

と確信し、今回開催する『2021 JAPAN Hybrid Conference -ハイブリッドコミュニケーションの未来-』を

GLOBAL PRODUCE が主催となり開催することを決定しました。 

齋藤孝氏、澤円氏、サイボウズ青野氏…各業界ハイブリッド第一人者が登壇！ 

ニューノーマルなビジネスの在り方 

今までにないコミュニケーションの未来を語る 
2021年 3月 25日(木)16:00～18:00 開催決定 

2021 JAPAN Hybrid Conference -ハイブリッドコミュニケーションの未来- 
 POWERED by GLOBAL PRODUCE   

https://www.global-produce.jp/hybrid-conference/


 

当日はゲストに教育学者の齋藤孝氏、元日本マ

イクロソフト業務執行役員の澤円氏、サイボウズ

代表の青野氏と、ハイブリッドに関わる各業界の

第一人者の方をお招きし、ビジネスコミュニケー

ションの未来を予測する「体験」「知識」を発信

します。 

また、ソーシャル経済メディア NewsPicks 社

とのコラボレーションではゲストと当社代表の

光畑が「ハイブリッドな働き方（仮）」をトーク

セッションします。 

本イベントは登壇者、参加者ともにリアルとオンラインと両方の参加者が存在する「ハイブリッド」で開

催。まさにハイブリッドコミュニケーションの未来を体現できるイベントです。 

 

2021 JAPAN Hybrid Conference -ハイブリッドコミュニケーションの未来- 

POWERED by GLOBAL PRODUCE 開催概要  
 

ニューノーマル時代のビジネスの在り方を HYBRID ビジネスの第 1 線の出演者陣で 

今までに見たことのないコミュニケーションの未来を語る。 
 

イベント名称：2021 JAPAN Hybrid Conference -ハイブリッドコミュニケーションの未来- 

POWERED by GLOBAL PRODUCE 

開催日時：  2021 年 3 月 25 日（木）16:00～18:00 

参加方法：  リアル参加者 50 名限定/オンライン視聴者限定 2000 名限定 

会場  ：  WITH HARAJYUKU HALL（JR 原宿駅前） 

ゲスト ：  教育学者 齋藤孝 氏 

       株式会社圓窓 代表取締役 元日本マイクロソフト業務執行役員 澤円 氏 

       サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久 氏 

申込方法：  2021 JAPAN Hybrid Conference 特設ウェブサイトの申込フォームから申込 

       https://www.global-produce.jp/hybrid-conference/ 

       （オンライン配信プラットフォーム／ZOOM） 

＜プログラム＞ 

 16:00 オープニング 

 16:05 主催者プレゼンテーション 

 株式会社グローバルプロデュース  

 代表取締役社長 チーフイベントプロデューサー 光畑真樹（こうはたまさき） 

          『ハイブリッドイベントの持つ可能性と手法』 

 16:30 ゲストセッション 

 17:10 トークセッション 

 NewsPicksBrandDesign コラボレーション企画 

 「ハイブリッドな働き方(仮)」 

 17:50 エンディング 

   

※報道関係者の方のご取材は 3 月 23 日（火）までにメールまたは FAX にてお申込みください。 

 申込時に媒体名、出席代表者のお名前、ご出席人数、オンライン取材か来場取材のご希望、ご連絡先をお

知らせください。 

 ＜取材申込先＞ グローバルプロデュース広報事務局（担当／柴山 070-1389-0172） 

          メール    pr@netamoto.co.jp 

FAX     03-3401-7788 

mailto:pr@netamoto.co.jp


 

＜登壇者（2021 年 3 月９日時点）＞ 

 

齋藤孝（TSKSASHI SAITO） 
教育学者 

1960 年静岡県生まれ。東京大学法学部卒。同大学大学院教育学研究

科博士課程等を経て現職。『声に出して読みたい日本語』（草思社）が

シリーズ 260 万部のベストセラーになり日本語ブームをつくった。

著書に『雑談力が上がる話し方』（ダイヤモンド社）『大人の語彙力ノ

ート』（SB クリエィティブ）等多数。NHK E テレ「にほんごであそ

ぼ」総合指導。日本テレビ「世界一受けたい授業」他テレビ出演多

数。著書累計出版部数は 1000 万部を超える。 

 

 

澤 円（MADOKA SAWA） 
株式会社圓窓 代表取締役/元日本マイクロソフト業務執行役員 

元日本マイクロソフト業務執行役員、琉球大学客員教授、立教大学経

済学部卒。生命保険の IT 子会社勤務を経て、1997 年、日本マイクロ

ソフトへ。2006 年にマネジメントに職掌転換後にサイバー犯罪対応チ

ームの日本サテライト責任者を兼任。2019 年 10 月 10 日より、（株）

圓窓 代表取締役就任し、数多くの企業の顧問やアドバイザを兼任

し、テクノロジー啓蒙や人材育成に注力している。 

 

 

 

青野慶久（YOSIHISA AONO） 
サイボウズ株式会社 代表取締役社長 

1971 年生まれ。愛媛県今治市出身。 

松下電工（現 パナソニック）を経て、1997 年 8 月愛媛県松山市でサ

イボウズを設立。 

2005 年 4 月代表取締役社長に就任。2018 年 1 月代表取締役社長 兼 

チームワーク総研所長（現任） 

社内のワークスタイル変革を推進し離職率を 10 分の 1 に低減すると

ともに、3 児の父として 3 度の育児休暇を取得。2011 年から事業のク

ラウド化を進め、2020 年にクラウド事業の売上が全体の 75％を超えるまで成長。 

 

 

光畑真樹（MASAKI KOUHATA） 
株式会社グローバルプロデュース 代表取締役社長 

JTB Group でイベントプロデュースに従事。 

2012 年グローバルプロデュース創業。 

業界中のプロフェッショナルを集めプロデューサー集団を創り上げ

る。 

全社で国内外年間 100 本以上のイベントを企画制作。 

個人としては 5000 人から 20000 人の大型コンベンションのステージ

演出を得意とする。 

近年は「原宿夏祭り」「TOKYO BIJIN Project」「Enterprise TV」をしかける。 

 

撮影：長谷川博一 



グローバルプロデュースについて 

当社は「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」ことをビジョンに掲げ、スタッフ一同、最高の

プロデュースを提供すべく日夜奮闘しています。単なる手配屋としてではなく、お客様の“想い”をイベントとい

う“カタチ”にし、実施効果を最大化するためのお手伝いをさせていただいています。 

「最高のイベント」には人と人を繋ぎ、感動を生み出し、新たな意識を芽生えさせる効果があります。 

集合的に意識の変革が起き、それが企業や社会のエネルギーに直結します。世界をより良い方向に変化させてい

く上で、我々の果たす役割は 21 世紀においても益々重要性を増してくると考えられます。 

常に成長を続けるベンチャー企業であり続け、皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを提供すると共

に、コンプライアンスを重視し皆様から支持していただけるような企業を目指してまいります。 

 

◆会社概要 

企業名  ：株式会社グローバルプロデュース 

代表者  ：代表取締役社長 光畑真樹 

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前 1-15-5 

代表 TEL  ：03-5738-2117 

設立         ：2011 年 10 月 11 日 

資本金  ：10,000,000 円 

売上高  ：20 億円（2019 年度実績） 

従業員数  ：30 名（2020 年 7 月時点） 

事業内容  ：イベントプロデュース事業他 

ホームページ ：https://www.global-produce.jp/ 

Director’s TV ：https://www.youtube.com/channel/UCelVKw5CYXZZuvFghbEsIGQ 

Enterprise TV ：https://enterprise-tv.jp 

 

 

＜報道関係者 お問い合わせ先＞ 

グローバルプロデュース広報事務局  

担当：柴山（070-1389-0172） 

 E-mail： pr@netamoto.co.jp 

TEL：03-5411-0066  FAX：03-3401-7788 

https://www.global-produce.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCelVKw5CYXZZuvFghbEsIGQ
https://enterprise-tv.jp/

