
はじまるKIRINのものづくり

「ソルティライチ」をはじめとする数々のヒット商品を⽣み出したブランド
「世界のKitchenから」。2007年の⽴ち上げ以降、開発チームは  ⾃ら世界の
家庭に⾜を運び、旅先で得たヒントを商品として形にしてきました。
⻝の知恵や調理の⼯夫に限らず、異国の地特有のライフスタイルにまで
⽬を向けたものづくりは、まさに「異⽂化」を尊重する姿勢そのものです。

今回「世界のKitchenから」の元・ブランドマネジャー菅⾕恵⼦⽒をお招きし
異⽂化のテイストを⽣かしたブランドの魅⼒に迫ります。ブランド誕⽣時
から⽴ち上げチームを⽀え、実際に現地に取材に⾏った担当者にしか語れ
ない体験談や旅の⼀コマなど、普段聞くことのできない貴重な裏話を語って
いただきます！マーケティング戦略、異⽂化理解のあり⽅ 、斬新なアイデア
を⽣み出す上で⼤切にすべきマインドなど、様々な視点から
キリンビバレッジの「取材型商品開発」について学べる貴重な機会です。

当イベントはZoomで開催されるため、スクリーン越しにはなりますが、
ゲストの⽅に直接質疑応答ができる時間も設けます。
このチャンスをお⾒逃しなく！

Beginning with "Salty Lichi" the "Sekai-no-Kitchen-Kara" brand has given birth to
a number of hit products. After its introduction in 2007, the brand's
development team travelled to numerous homes around the world to find
creative hints for their products. On their travels they haven't just been looking
for food knowledge or preparation techniques but also the different
characteristics of the country's lifestyles in their quest to develop new products
with an outlook that gives first regard to an "intercultural" experience.

At this talk session, the former brand manager of "Sekai-no-Kitchen-Kara" 
Keiko Sugaya will give a talk about this brand that gives people a taste of the
charms of other cultures. From the birth of the brand and supporting the setup
team to the actual experiences of taking charge of trips to collect data in the
field, there are sure to be some behind the scenes stories you'd usually never
be able to hear! If you're interested in marketing, intercultural understanding or
the mind of someone who can carefully craft new ideas, then come along and
take this great chance to hear the various aspects of Kirin Beverage's
 "Field Research Based Product Development". 

Though the event will be held on Zoom, there will be a Q & A session where you
can directly ask questions to the speaker over your screen. 
Don't miss out on this opportunity!

会場：       Zoom (18:00より⼊室可能）
対象：               早⼤⽣・教職員
⾔語：               ⽇本語（ 質疑応答は⽇英 ）
参加費：        無料
事前登録： My Wasedaより登録お願いします。
                 URL:https://rb.gy/sjlosx
定員:              80名程度 (申込者多数の場合は抽選)
応募期限:    11⽉9⽇ (⽉) 9:00 AM

Date:                 Nov. 16th, 2020 (Mon)  6:15pm-7:45pm
Place:                Zoom  (Meeting room opens at 6:00pm)
Eligibility:          Waseda Students & Staffs
Language:       Japanese  (Q&A in Japanese & English)
Fee:                    Free
Registration:  Please sign up on MyWaseda.
                            URL: https://rb.gy/sjlosx
Capacity:          Around 80 people (Lottery will be held if
                             applications exceed the capacity)
Deadline:         November 9th (Mon)  9:00AM                               キリンビバレッジ株式会社 営業部販売機器担当部⻑代理。

1975年(⻑崎県)⽣まれ。慶應義塾⼤学環境情報学部卒業後、
キリンビバレッジ株式会社⼊社。⽣産管理部⾨を経て、2001年度より

マーケティング部に在籍。以降「午後の紅茶」のブランド
マーケティング、「世界のKitchenから」のブランド⽴ち上げ、
マーケティングを担当。2回⽬の産休・育休を経て2014年より
「⽣茶」担当へ。2017年からは「世界のKitchenから」の
ブランドマネジャーに就任。2020年9⽉より現職。

♦協⼒♦
キリンビバレッジ株式会社

♦Cooperation♦
Kirin Beverage Company, Limited

早稲⽥⼤学ICC（異⽂化交流センター） TEL: 03-5286-3990    E-mail: icc-talk@list.waseda.jp

~世界の家庭と⼈に寄り添う異⽂化理解の姿勢とは~

オンライン開催   2020年11⽉16⽇(⽉) 18:15~19:45  

I C C  O N L I N E  T A L K  S E S S I O N

GUEST SPEAKER
菅⾕ 恵⼦⽒ / Ms. Keiko Sugaya

事前登録⽤QRコード・Registration QR Code


