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協賛企業寄稿

本質的な価値提供が必須に
十数種類の製品を市場に提
ヤッホーブルーイングの

全国に流通している主力
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ル デ ィ ン グ ス、 ミ ル ボ ン、
供するための最適なソリュ

む当社も 年目の節目を迎
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別性の高いオペレーション

ビデオレター

イノベーション起こす 力に
ています。自分が買う洋服
の環境への影響、健康に良
い食品、栄養を重要だと考
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し、イノベーションに成功

これまで企業の成果はま

削減し競争力を強化できま

竹内弘高先生との共著が
ず株主価値であり、資本を

し、明確な戦略を持つため

展のためには必須なのです。

効率的に使い利益を生むこ

す。様々な社会的課題を解

の刺激を与えようとポータ

らず、競争優位に結びつい
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的課題がありますが、政府

良いものを買いたいと思っ

クラフトビールとエンタメを提供
グループシナジーを最大化

ピー・アンド・イー・ディレクションズ
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楽天銀行
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は必ずしも有効な対策を打

パーパスの競争をするこ

受賞企業
受賞企業
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取締役
ハーバード大学
ユニバーシティ・
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