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(内容)                                                

１ 国際戦略経営研究学会第 9 回年次大会・研究発表大会のご案内

２ 編集委員会からのお知らせ

３ 事務局からのお知らせ  
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１． 国際戦略経営研究学会第 9 回年次大会・研究発表大会開催案内

国際戦略経営研究学会は、9 月 17 日（土）と 18日（日）の 2 日間、第 9回年次大会・研究

発表大会を、下記要領で開催致します（玉木欽也大会実行委員長・青山学院大学経営学部

教授／協賛、青山学院大学青山経営学会）

統一論題 ： グローバルブランド戦略と経営革新

Global Brand Strategy and Organizational Changes

・大会一日目の 17 日（土）午後は、外部講師をお招きし、統一論題シンポジウム１を開催

致します。第 1 報告は、ルイ・ヴィトンジャパン株式会社の James E. Moynihan 氏（Director，

Intellectual Property Department /Japan office）による特別講演です。英語で「Global 

Brand Protection Strategy 」について講演していただきます。続いての第 2 報告は、岩

瀬大輔氏（ライフネット生命保険株式会社代表取締役社長）による基調講演です。「人材面

からみたブランドマネジメント」というテーマで、日本語でお話していただきます。

・大会二日目の 18 日（日）午後には、会員による統一論題シンポジウム２を開催致します。

前半は、本学会会員・阿部剛士氏（横河電機株式会社執行役員・コーポレート・マーケテ

ィング本部本部長）による基調報告です。後半は田中洋氏（中央大学ビジネススクール教

授）の司会のもと、実践と理論、異なった専門分野の視点から、パネリスト 4 名による統

一テーマについてのシンポジウムを開催致します。

17、18 の両日の午前中は、統一テーマ・自由論題・英語セッション・院生セッションの

報告があります。会員の皆様はもとより、非会員の方もお誘いあわせのうえ、ご参加くだ

さい。

事前参加申し込み：国際戦略経営研究学会のホームページ（http://www.iasm.jp/）からお

申込みください。画面の右上の「第 9回全国大会参加・発表申込」からお入りください。

（※すでに登録をお済みの方も、再度所属とお名前、住所などの登録状況をご確認くださ

い。この情報をもとに名札等の作成、懇親会の参加有無の確認が行われます。）

ホームページ事前参加申し込み締切：2016 年 8 月 24 日(水)、事前大会参加費振込み期限：

8 月 24 日（水）までに指定口座にお振り込みください。

参加費をお振り込みいただいてご欠席された場合、後日、報告要旨をお送りいたします。

お支払いいただいた参加費・懇親会費は返金いたしかねますので予めご了承ください。



3

参加費および懇親会費

参加費 懇親会費

前払い 当日支払い 前払い 当日支払い

一般会員 6,000 円 8,000 円 5,000 円 6,000 円

準会員 4,000 円 6,000 円 4,000 円 6,000 円

非会員 — 10,000 円 — 6,000 円

連絡先【大会実行委員長】： 玉木欽也（青山学院大学経営学部）

      【 同 副委員長】： 薄上二郎（青山学院大学経営学部）

   ※【大会事務局】：安田洋史、山本寛、塩澤友規、高松朋史、薄上二郎（総括）

          ※青山学院大学経営学部所属

      （e-mail）confo9:iasm.jp（：の場所に@をお入れください）

学会ホームページ 大会サイトの登録方法：

http://www.iasm.jp/index.html

第 9 回全国大会参加・発表申込

ステップ 1 連絡先情報登録

 マイページと同じメールアドレス、パスワードでログインすると、連絡先情報登録

の画面が表示されます。

 参加者の連絡先、Eメールアドレスなどの情報を入力してください。

ステップ 2 参加登録

 「大会ポータル」の画面から「新規申込」ボタンをクリックして、参加申込を行っ

てください。

 懇親会への参加有無、領収書の宛名なども、こちらから入力してください。

 こちらの手続きで終了です。

お問い合わせ先：

 発表・参加に関するお問い合わせ confo9:iasm.jp（：の場所に@をお入れください）

 システムに関するお問い合わせ iasm-post：bunken.co.jp（：の場所に@をお入れくだ

さい）

プログラムの詳細、大会申し込振込み用紙は、8 月中旬頃にお届け予定です。
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会場（青山学院大学青山キャンパス）へのアクセス

■青山学院大学 青山キャンパス：会場 総研ビル（14 号館 正門すぐ右手）受付 10 階

JR 山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線他「渋谷駅」より徒歩 10 分

地下鉄（銀座線、半蔵門線、千代田線）表参道の場合 B1・B3 出口を出て直進（徒歩 5分）

正門

東

門

←東京メトロ表参道駅 JR 渋谷駅→

大会会場

（受付 10 階）
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２． 編集委員会からのお知らせ

査読者としてのご協力のご依頼

当学会では以下の通り、英字学会誌である Journal of Strategic Management Studies
（JSMS）及び日本語電子ジャーナルである戦略経営ジャーナルを発行しています。これら

の学会誌は査読付き学術雑誌であり、会員間の blind peer review、つまり著者情報を削除

して、会員が投稿された他の会員の論文を審査することにしています。編集委員より会員

の皆様に査読が依頼された場合には、ご多忙とは存じますが、査読者としての担当をお引

き受けして頂ければと存じます。

日本語電子ジャーナルである戦略経営ジャーナルの英文名

2016 年 3 月 27 日に開催されました常任理事会にて、戦略経営ジャーナルの英文名を

Japanese Journal of Strategic Management (JJSM ) に決定しました。

JSMS、戦略経営ジャーナルへの自由論題論文の随時、投稿募集

当学会では、英字学会誌である Journal of Strategic Management Studies（JSMS）及

び日本語電子ジャーナルである戦略経営ジャーナルを発行しています。

これらの学会誌におきましては、年間を通しまして、自由論題論文の募集をしています。

会員の皆様におかれましては、自由論題論文を JSMS、戦略経営ジャーナルへ奮って投稿

されますよう願い申し上げます。

特集号の募集

JSMS、戦略経営ジャーナルの特集号を刊行しますので、特定のテーマのもと原稿を集め、

特集号を刊行したい会員の方があれば、ご連絡下さい。

実務家からの戦略経営ジャーナルにて「特別寄稿」

実務家からの哲学、考え方、ケース等について、投稿を頂く「特別寄稿」をも設定しま

した。従来、当学会誌では、当会員からの理論的、実証的研究の掲載を主な目的にしてき

ました。これに加えて戦略経営の経験、造詣が深い実務家から、その考え、最新の情報を

提供してもらい、当会員との間でそれらを共有し、学会誌の内容を豊かにしたいと思いま

す。よって、この度、実務家からの戦略経営ジャーナルにて「特別寄稿」を設けることに

しました。具体的には、以下のようなことを想定しています。当学会の部会にて実務家に

参加をしてもらい、会員との間で情報を共有しています。特別寄稿では、実務家に、部会

で話されたことを、文章にして頂き、「特別寄稿」として学会誌に提供をしてもらいます。

特別寄稿をして頂く、適切な方がいらっしゃいましたならば、編集委員会（咲川編集委

員）までご連絡ください。
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著書、訳書の紹介、及び書評について

（1）概要

本会員が出版した自身の学術書（単著、あるいは共著の代表者の場合）、あるいは学術

書の訳本（単独、あるいは代表の場合）について、本人からの希望がある場合、あるい

は他の会員からの推薦があり本人が承諾した場合には、下記の手続を経てその紹介を学

会ニューズレターで行います。

学会電子ジャーナル誌「戦略経営ジャーナル」にて書評の掲載を希望する場合には、下

記の手続きによって編集委員会が掲載は適当であると判断すれば、掲載します。

紹介、書評される本または訳本は、編集委員会が受け取った時点で、出版されて過去 1
年以内とします。

（2）ニューズレターでの本、訳本の紹介の場合

会員は自身の著書あるいは訳本につき紹介を希望する場合には、著書あるいは訳本を、

咲川編集委員宛て（以下に住所を掲載）に郵送して下さい。編集委員会が紹介をしても

良いと判断した場合には、著者あるいは訳者に対して、著者名、著書、出版社名、値段

に加え、本あるいは訳本の内容紹介（400 字以内）をして頂きます。紹介掲載の判断基準

は、Journal of Strategic Management Studies の以下の規定に従うものとします。

The mission of JSMS is to advance theoretical and practical knowledge centering 
around strategic management and to publish articles that are in line with, and would 
help achieve, this mission.

（3）戦略経営ジャーナルでの書評の場合

本会員が自身の著書、訳本の書評につき掲載を希望する場合は、その図書を学会編集

委員に郵送して下さい。具体的には、咲川編集員の大学の住所（〒950-2181 新潟市西

区五十嵐 2 の町 8050 新潟大学・人社系棟内 咲川 孝宛）に郵送して下さい。

学術関連の図書に限定して、編集委員会が一定の基準を達成していると判断した場合に、

その本あるいは訳本の書評を戦略経営ジャーナル誌に掲載します。この場合も、判断の

基準は、以下に基づくものとします。書評は、その分野に近い本学会員が担当します。

The mission of JSMS is to advance theoretical and practical knowledge centering 
around strategic management and to publish articles that are in line with, and would 
help achieve, this mission.

学会編集委員長

咲川 孝
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３． 事務局からのお知らせ  

（１） 会費納入のお願い

日頃より学会活動にご尽力いただきありがとうございます。学会活動は会員の皆様の

会費がベースです。皆様には、本年度の学会費納入をお願いいたします。

過年度分の学会費が未納の場合には、今後発刊する学会誌が送付されません。また,

会費を 3 年間滞納した場合には会則第 8 条第 4 号に基づいて会員資格が失われます。

以上をご留意の上、早期の会費納入につきましてご協力をお願いいたします。

年会費は正会員 8,000 円、準会員（学生）5,000 円です。指定口座は次のとおりです。

   銀行名 ：ゆうちょ銀行 口座番号：00120-3-585264

   口座名義：国際戦略経営研究学会

  なお、会費納入に当たっては必ずフルネームをご記入下さい。特に校費等で振込を

行う場合など、大学から学会宛に直接振り込みが行われる際にはご注意下さい。

（２） 住所等変更の際のご連絡のお願い

  所属・ご住所・メールアドレス等を変更された方は、速やかに学会事務局まで   

ご連絡ください。準会員で入会された方も、学生の身分を離れた場合には正会員に

なりますので、学会事務局までお申し出下さい。

（３） 活気溢れる学会運営のため、お知り合いの方に是非当学会への入会をお勧め下

さい。ご不明の点がありましたら、下記学会事務局までお問い合わせください。

#######################################################################

国際戦略経営研究学会（IASM）

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター

TEL：03-5937-0470 FAX：03-3368-2822

Ｅメール secretariat：iasm.jp （：の場所に@をお入れください）

#######################################################################

写真：神奈川県三浦市 2016.7


