
セミナー
（シンポジウム、ワークショップ） オンライン展示 ミニブース つながるアグリ

AG/SUMオンライン展示への
入場登録（無料）はこちら ➡

オンライン展示への入場登録をすると、17日、18日に開催するシンポジウムのライブ視聴に必要な登録も済みます。

つながるアグリ、広がるフード、支えるネット 最新技術で農業を元気に

登録
受付中
（無料）

X-NIHONBASHI TOWER(東京・日本橋）からライブ配信します

主催：日本経済新聞社　　特別協賛：三井不動産　　後援：農林水産省

オンラインワークショップ 開催中のオンライン展示場には参加企業・団体のプレゼン動画や資料などが満載です。さらに動画のオンラインワーク
ショップも開催中。入場登録は無料、公式サイトにログインしてアグリテックビジネスの実際をぜひ視聴してください。

毎日
配信中

6月17日（木）

6月18日（金）

シンポジウム・プログラム
詳細は公式サイト　https://agsum.jp　をご覧ください。セッション内容には変更が加わる可能性があります。 （敬称略、［M］はモデレータ）

シンポジウム・プログラム
詳細は公式サイト　https://agsum.jp　をご覧ください。セッション内容には変更が加わる可能性があります。 （敬称略、［M］はモデレータ）

 12:50～13:40 都市と農村の連携を求めて 
  ～「あるもの探し」で進める地域おこし
  高橋 博之 ポケットマルシェ 代表取締役
  尾畑 留美子 尾畑酒造 専務取締役
  花木 正夫 JA全農 耕種総合対策部 労働力支援室 専任室長
  小谷 あゆみ ベジアナ 農業ジャーナリスト[M]

 13:50～14:50 農業への女性参画はこう進める
   ～魅力的な生活空間を目指して
  上岡 美保 東京農業大学 副学長
  榊田 みどり 
  秋元 里奈 ビビッドガーデン 代表取締役社長
  井上 早織 アグリー 取締役
  川北 睦子 Eプレゼンス 代表取締役[M]

 15:00～15:50 活性化する宇宙ビジネスが農業を成長させる
  大吉 慶 
  坪井 俊輔 サグリ 代表取締役
  西田 宏平 TOWING 代表取締役
  倉原 直美 インフォステラ 共同創業者／代表取締役CEO
  中林 優介 

 9:00～9:05 主催者挨拶　平田 喜裕 日本経済新聞社 専務取締役

 9:10～9:20 開会の挨拶　（調整中）
 9:30～9:50 講演　舩橋 真俊 

 10:00～10:50 食のトレーサビリティをイノベーションで切り拓く
  末松 広行 東京農業大学 農生命科学研究所 特命教授
  岩佐 大輝 GRA 代表取締役CEO
  菊池 紳 いきものCo. 代表取締役
  西口 英俊 
 11:00～11:20 講演　江口 文陽 東京農業大学 学長

 11:30～12:30 ゲノム編集食品が変える未来の食卓
  江面 浩 筑波大学 生命環境系教授
  田部井 豊
  山本 卓 広島大学 ゲノム編集イノベーションセンター 教授
  村中 俊哉 大阪大学大学院 工学研究科 生命先端工学専攻 教授
  松永 和紀 科学ジャーナリスト[M]

 16:00～17:00 待ったなしの「スマート農業」
  環境、パンデミック対応で異次元の変革進む
  斎藤 健 衆議院議員 元農林水産大臣
  山﨑 周二 JA全農 代表理事理事長
  北尾 裕一 クボタ 代表取締役社長
  高橋 博之 ポケットマルシェ 代表取締役
  三輪 泰史 日本総合研究所 創発戦略センター エクスパート[M]

 17:10～18:00  Farm to Forkで取り組む食品ロス対策
  東海林 園子 
  関藤 竜也 クラダシ 代表取締役社長
  竹下 友里恵 タベモノガタリ 代表取締役社長
  大出 浩睦 誠和 取締役
  田中 陽 日本経済新聞社 編集委員[M]

 18:10～19:00 日本の農業で大規模資金調達が
  実現しない真の理由
  佐々木 伸一 ルートレック・ネットワークス 代表取締役社長
  小倉 千沙 メロス 代表取締役
  内藤 祥平 日本農業 代表取締役
  末廣 孝信 
  杉山 泰成 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士[M]

 9:20～9:30 講演　鏑木 裕介 GREENCOLLAR 代表取締役 

 9:40～10:40 革新的なアグリ・フードテックサービスの
  スケールに向けた成長戦略
  高橋 修一郎 リバネス 代表取締役社長 兼 COO
  渡邉 崇人 グリラス 代表取締役CEO
  鏑木 裕介 GREENCOLLAR 代表取締役
  青山 浩子 
  片桐 秀樹 西村あさひ法律事務所 弁護士[M]

 10:50～11:50 「脱炭素化」が農業を変える
  出雲 充 ユーグレナ 代表取締役社長
  西尾 チヅル 筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
  香坂 玲 名古屋大学大学院 教授
  久保 牧衣子 農林水産省 大臣官房環境政策室 室長
  平澤 明彦 農林中金総合研究所 執行役員基礎研究部長[M]

 12:00～12:10 講演　久林 通乃 Pix4D 日本オフィス 事業開発 APAC担当
 12:20～12:30 講演　佐々木 伸一 ルートレック・ネットワークス 代表取締役社長

 13:00～14:00 農業DXが目指す未来
  小池 聡 ベジタリア 代表取締役社長CEO
  神成 淳司 
  西山 圭太 東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授
  渡辺 善太郎 スカイマティクス 代表取締役社長
  山田 康昭 

 14:10～15:10 金融包み込むESGムーブメントが農業に及ぶ
  藤井 良広 環境金融研究機構 代表理事
  粟野 美佳子 SusCon 代表理事
  三輪 純平 金融庁 総合政策局 国際政策管理官
  瀧 俊雄 マネーフォワード 執行役員CoPA 兼 Fintech研究所長
  小平 龍一郎 日本経済新聞社　編集委員[M]
 

 15:20～16:20 AgVenture Labについて w/Startup
  荻野 浩輝 AgVenture Lab 代表理事理事長／農林中央金庫 特別参与
  上村 聖季 kikitori 代表取締役社長
  生駒 祐一 テレスマイル 代表取締役 

 16:30～17:30 AG/SUM 2021 ピッチコンテストファイナル
  32社のアグリテック・フードテックスタートアップから
  応援投票上位の8社が出場します。
  太田 洋哉 SMBCベンチャーキャピタル 取締役
  西口 英俊 PwCコンサルティング Digital Products マネージングディレクター
  片桐 秀樹 西村あさひ法律事務所 弁護士
  上田 敬 日本経済新聞社 編集 総合解説センター 担当部長

 17:40～18:10 行政機関によるSNSを使った情報発信
  松岡 慧 農林水産省 大臣官房広報評価課広報室 計画係
  白石 優生 農林水産省 大臣官房広報評価課広報室 係員

 18:20～19:00 ピッチコンテスト・アグリテックパートナー 
  結果発表＆表彰

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
企画戦略本部新技術対策課長

PwCコンサルティング Digital Products 
マネージングディレクター[M]

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 第一宇宙技術部門
地球観測研究センター 主任研究開発員

PwCコンサルティング Technology, Media and Telecom 
シニアマネージャー[M]

オイシックス・ラ・大地 経営企画本部 新規事業開発準備室
グリーンプロジェクトリーダー

三井住友銀行 ホールセール統括部
サステナブルビジネス推進室 部長

慶應義塾大学 環境情報学部教授 
内閣官房 IT総合戦略室 室長代理 兼 副政府CIO

GiveFirst 代表取締役CEO／
日本経済新聞社 SUM事務局 アドバイザー[M]

ソニーコンピューターサイエンス研究所（ソニーCLS）
リサーチャー

（審査員）
新潟食料農業大学 食料産業学部 講師／
農業ジャーナリスト

農業ジャーナリスト／
明治大学 農学部 客員教授

岩佐 大輝氏
GRA
代表取締役CEO

江口 文陽氏
東京農業大学 
学長

松永 和紀氏
科学ジャーナリスト

榊田 みどり氏
農業ジャーナリスト／
明治大学
農学部 客員教授

山﨑 周二氏
全国農業協同組合
連合会（JA全農）
代表理事理事長

小倉 千沙氏
メロス 
代表取締役

青山 浩子氏
新潟食料農業大学
食料産業学部 講師／
農業ジャーナリスト

出雲 充氏
ユーグレナ 
代表取締役社長

久保 牧衣子氏
農林水産省
大臣官房環境政策室
室長

小池 聡氏
ベジタリア
代表取締役社長CEO

荻野 浩輝氏
AgVenture Lab 
代表理事理事長／
農林中央金庫 
特別参与


