(English follows)
ユーラシア・グループ「GZERO サミット Japan 2022」に関するご報告と御礼
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素よりユーラシア・グループの活
動へのご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、9 月 28 日に実施のユーラシア・グループ「GZERO サミット Japan 2022」、おかげさまで
無事開催することができました。本サミットでは官民のトップリーダーが一堂に会し、350 名
以上の参加者の皆様と 40 名の報道関係者にお集まりいただきました。経済、産業、社会を再編
する地政学的な力をテーマとし、G ゼロの世界における日本・アジアの役割にスポットを当て
る有意義な場となりました。これも皆様方のご支援とご愛顧によるものと、心から感謝いたし
ております。
日本やアジアをとりまく地政学的状況、ESG 投資の未来に関するセッションから世界情勢に関
する基調講演まで、GZERO サミットではタイムリーで魅力的な議論が交わされ、私たちが直面
する課題への革新的な解決策が提案されました。各セッションの動画はすべて公開されており
ますので、ぜひこちらからご覧ください。
また、当日会場にお越しいただいた登壇者・参加者の皆さまを撮影した写真もこちらからご覧
いただけます。画像は SNS などでご自由にお使いいただいて結構です。ご投稿の際はハッシュ
タグ #GZEROSummit 、タグ @EurasiaGroup を付けていただけますと幸いに存じます。
共同議長をお引き受けくださいました十倉雅和 日本経済団体連合会会長、櫻田謙悟 経済同友会
代表幹事に深くお礼申し上げます。スポンサーとなっていただきました PwC ジャパンと BNY メ
ロンの両社にも御礼申し上げます。また、パートナーとなっていただきました経済産業省、外
務省、日本経済団体連合会、読売新聞社の皆様にも篤く感謝申し上げます。
来年開催予定の「GZERO サミット Japan 2023」やその他の弊社ユーラシア・グループのイベン
トへのパートナーご参加、ご後援にご関心のある方は、gzerosummit@eurasiagroup.net までご連
絡をいただけますと幸いです。
また近く「GZERO サミット Japan 2023」の日程についてお知らせする予定です。近くまた皆様
にお目にかかることを楽しみにしております。
誠にありがとうございました。

敬具

GZERO サミットチーム
https://www.gzerosummit.com/
ユーラシア・グループ日本オフィス
https://www.eurasiagroup.net/services/japan

Recap: 2022 GZERO Summit Japan
With over 350 attendees and 40 members of the press, the 2022 GZERO Summit Japan brought together
leaders from the public and private sector, addressing the geopolitical forces reshaping economies,
industries, and societies, and highlighting Japan’s and Asia’s role in a GZERO World.
From sessions on the future of ESG investing to keynote speeches on the state of the world, the Summit
inspired engaging and timely conversations and proposed innovative solutions to the challenges we
face. All individual session videos are now published and we encourage you to view them here.
All photos of the event are also available here. Please feel free to use these videos and images on your
own social media channels, using the hashtag #GZEROSummit and tagging @EurasiaGroup when
possible.
We'd like to express our gratitude to the following groups for their support, without which the Summit
would not have been possible: co-chairs for Mr. Tokura, Chairman of Keidanren and Mr. Sakurada of
Keizai Doyukai; our Sponsors PwC Japan and BNY Mellon; and our Partners Keidanren, Ministry of
Economy Trade and Industry of Japan, Ministry of Foreign Affairs of Japan, and Yomiuri Newspaper.
If you are interested in partnering or sponsoring the 2023 GZERO Summit Japan or other Eurasia Group
events, please email gzerosummit@eurasiagroup.net.
Keep an eye out for the 2023 save the date announcement in the coming weeks. We are looking forward
to seeing you again very soon.

