日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【Zoom 開催】
ESUJ 新春講演会【英語での講演】

日本の資本主義はうまく行く
イェスパー・コール氏
ウィズダムツリー・アセットマネジメント・シニア・アドバイザー
日本は世界経済のチャンピオンとなる要件を備えています。
社会的政治的安定に加えて、企業競争力、イノベーションの
潜在力、国内の市場機会、そしてマルティ・ステークホール
ダーによるガバナンス等。コロナ禍による不況も長年待たれて
いた企業内の行動変化をもたらす触媒となるかもしれません。
どのような成長の機会があり、貴方のビジネスが景気の上昇機
運をどう捉えたら良いか、それを妨げる内的および外的要因は
何か、そして、「ポスト安倍」の 10 年が、何故日本にとっての
新しい黄金時代となりうるかを探ってみましょう。

日時: ２０２1 年 １月２９日（金）１９：3０−２1：0０
会場：
会費：

詳細：
申込：

Zoom で開催 （1 月 27 日（水）にリンクをお送りする予定です。）
ESUJ 特別個人会員・ESUJ 特別法人会員：無料！ 必ずお申込みをお願いいたします。
ESUJ 個人会員・ESUJ 法人会員： 1,000 円 ＜事前のご入金をお願い申し上げます。＞
ESUJ 学生会員：無料！
三菱ＵＦＪ銀行
JSA, CCCJ 会員 2,000 円
064 赤坂見附支店
一般 3,000 円 / 学生 1,000 円 (学生証)
http://www.esuj.gr.jp/event/
申込締切 1 月 25 日 （月）

普通口座：００４８５５３
口座名：一般社団法人 日本英語交流連盟
銀行振込手数料は、ご負担いただくよう
お願いいたします。

定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
1 月 21 日（木）以降のキャンセルは会費を頂戴いたします。

プロフィール：イェスパー・コール
ウィズダムツリー・アセットマネジメント・シニア・アドバイザー。これまで 20 年にわたり、
米大手投資銀行の J.P.モルガンやメリルリンチなどにおいてチーフストラテジスト、調査部
長を歴任し、常に日本におけるトップクラスのストラテジスト、エコノミストとして認識さ
れてきた。日本政府の各種諮問委員会のメンバーを務めた実績を持ち、経済同友会の数少な
い外国人メンバーであり、沖縄科学技術大学院大学の理事を務める。
また、日本語による著書には、「日本経済これから黄金期へ」、「平成デフレの終焉」、
「本当は世界がうらやむ最強の日本経済」がある。ジョンズ・ホプキンス大学の高等国際
問題研究大学院にて国際経済学修士を取得。東京大学・京都大学での研究員の経験を持つ。
一般社団法人 日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan (ESUJ)
http://www.esuj.gr.jp E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp Fax: 03-3423-0971 Tel: 03-3423-0970

日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

【Zoom】
ESUJ New Year’s Lecture【Lecture in English】

Japan: Capitalism that works
Mr. Jesper Koll
Senior Advisor, Wisdom Tree Asset Management
Japan has got what it takes to be a global champion economy,
admired not just for socio-political stability but also for her
corporate competitive power, her peoples’ innovation potential, her
domestic markets opportunity, and her pragmatic multi-stakeholder
governance. Too good to be true? Learn where exactly the growth
opportunities are; what drives them; how your business can engage
and profit from the new up-cycle; what internal and external forces
could derail it; and why the “post-Abe” decade is poised to become a
New Japanese Golden Age.

Date: Friday 29th January, 2021

7:30-9:00 p.m.

Place: Zoom (Link will be sent to your registered email address on 1/27.)
Admission:
Free of charge for ESUJ Premium Individual Members/Premium Corporate Members;
¥1,000 for ESUJ Individual/Corporate Members;
The Bank of Mitsubishi UFJ
¥2,000 JSA & CCCJ Members;
Akasaka Mitsuke Branch (064)
Free of charge for ESUJ Student Members;
Account Number 0048553
¥3,000 for non-members;
〈Futu Yokin (Ordinary Account)〉
¥1,000 for non-member students with Student ID
Ippan Shadan Houjin Nihon Eigo Koryu
Renmei

Details:
To attend:

http://www.esuj.gr.jp/en_event/

Bank transfer fee will be at your expense.

Apply by Monday, January 25.
Cancellation on/after January 21 (Thurs.) or no show will be charged.
We will stop accepting applications once the limit is reached.

Profile: Jesper Koll has been consistently ranked as one of the top Japan

strategists/economists, having worked as Chief Strategist and Head of Research for major
U.S. investment banks J.P. Morgan and Merrill Lynch. His analysis and insights have earned
him a position on several Japanese government advisory committees, and he is also one of
the few non-Japanese members of the Keizai Doyukai, the Japan Association of Corporate
Executives; and serves on the Board of Governors of OIST, Okinawa Institute of Science &
Technology. He has written three books in Japanese, Towards a New Japanese Golden
Age, The End of Heisei Deflation, and the recently published Japan's Economy - The Envy of
the World. He earned an M.A. in international economics at the School of Advanced
International Studies, Johns Hopkins University, and also conducted research at Tokyo
University and Kyoto University.
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