
 「ELLE」グループ主催 国内最大級の働く「女性を応援するイベント」 

「ELLE WOMEN in SOCIETY（エル・ウーマン・イン・ソサエティ） 2018」 

2018年のテーマは 「私の未来設計図」 

2018年6月16日（土） ヒカリエ渋谷ホールA・Bにて開催、入場無料 

時代を牽引する国内外で活躍の女性リーダーが集結! 

夏木マリさん、水原希子さんらが登壇 
オードリー・ヘプバーンの孫、エマ・キャサリン・ヘプバーン・ファーラーさんも登場！ 

 ファッションメディア『ELLE Japon（エル・ジャポン）』を始めとする「ELLE」グループ（株式会社ハースト婦人画報社、

住所：東京都港区）は、仕事を持つ女性たちを応援するスペシャルイベント 「ELLE WOMEN in SOCIETY 

（エル・ウーマン・イン・ソサエティ）2018」を、2018年6月16日（土）にヒカリエ渋谷ホールA・Ｂにて開催します。本

イベントでは、4月25日に開設される特設ページから事前登録された20代~40代の働く女性2,000名を入場無料にて

招待します。 
 

  2018年のテーマは「私の未来設計図」。人生100年時代といわれる現代における、自分らしい未来の描き方、そして

幸せな働き方を一緒に考えていきます。ゲストスピーカーには、歌手、俳優、演出家とマルチに活躍し、その生き方も女性

から絶大な支持を得ている夏木マリさん、女優、モデル、デザイナーとして活躍する水原希子さん、注目のAI分野にてユ

ニークなプロジェクトを指揮する国立情報研究所の新井紀子教授、テニスプレーヤーの伊達公子さんなど多岐に渡る分野

の第一人者が登壇。さらにオードリー・ヘプバーンの孫、エマ・キャサリン・ヘプバーン・ファーラーさんの来日も決定しました。ま

た、毎年大人気の美容やウェルネス、キャリアなど様々な20以上のワークショップも実施します。 
 

 ファッションメディア「ELLE」は1945年にフランスで誕生して以来、“Open your Appetite！（好奇心を解放させ

て！）”というキーワードのもと、女性の毎日の暮らしを、人生を応援してきました。2014年からは、生き方や働き方の道し

るべを提案するイベント 「エル・ウーマン・イン・ソサエティ」を実施し、今回で5回目の開催となります。昨年からは『ELLE 

Japon （エル・ジャポン） 』のみならず、インテリアマガジン『ELLE DECOR（エル・デコ）』、 食がテーマのライフスタイル

マガジン『ELLE gourmet（エル・グルメ）』をはじめ「ELLE」グループ7メディアが主催となり、バラエティに富むプログラムで

「女性と仕事」について考えるイベントを展開、多くの女性からの好評を得ました。 

 現代の女性へエールを送る、「ELLE」グループならではの働き方を提言するイベントにご期待ください。 

2018年4 月26日 
株式会社ハースト婦人画報社  報道関係各位 

【 ELLE WOMEN in SOCIETY 2018 ゲストスピーカー】 （敬称略） 

・夏木  マリ（歌手、俳優、演出家） 

・水原 希子（女優、モデル、デザイナー） 

・伊達 公子（テニスプレーヤー） 

・渡邉 季穂（uka代表 ネイリスト） 

・中井 美穂（アナウンサー） 

・永山 祐子（建築家） 

・平野 紗季子（フードエッセイスト） 

・新井 紀子（国立情報学研究所教授、「教育のための科学研究所」所長） 

・SHIHO （モデル） 

・パコム・アッシ（K1ファイター、ボディメイクトレーナー） 

・ヴェロニカ プラット ヴァン ティール（カルティエ ジャパン President&CEO） 

・ベアトリーチェ・モングイディ（フェンディ ジャパン株式会社 代表取締役社長） 

・エマ・キャサリン・ヘプバーン・ファーラー（芸術家、作家、フィラントロピスト） 
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■ 正式名称 ： 「ELLE WOMEN in SOCIETY （エル・ウーマン・イン・ソサエティ）2018」 

■ 主   催 ： ハースト婦人画報社 「ELLE」グループ 

          （『ELLE Japon』 / 『ELLE DECOR』 / 『ELLE gourmet』 / 『ELLE mariage』 /  「ELLE girl」 / 

                            「ELLE ONLINE」 / 「ELLE SHOP」) 

■ 日   時 ： 2018年6月16日（土） 10:30～19:30 

■ 内    容 ： 10:30～18:30 セミナー＆ワークショップ 

            18:40～19:30 アフターパーティ 

■ 会   場 ： 渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホールA、B （東京都渋谷区渋谷2-21-1 9階） 

■ 応募資格 ： 20代～40代の働く女性限定／2,000名 

■ 参 加 費  ： 入場無料／事前応募必須 

■ 応募方法 ： 特設サイトよりお申込み／2018年4月25日～5月20日（日）まで 

■特設サイト  ： http://womeninsociety.elle.co.jp        #ellewisjp 

■問い合わせ ： event@hearst.co.jp 

 

【開催概要】 

報道関係の皆さまからの 
お問い合わせ先 

 「 ELLE WOMEN in SOCIETY 」PR事務局（㈱サニーサイドアップ内） 
 担当：児玉 （携帯：070-3191-4995）/ 武田 
 TEL：03-6894-3200 / FAX：03-5413-3050 / E-MAIL：elle_wis@ssu.co.jp   

＜ ELLE WOMEN in SOCIETY（エル・ウーマン・イン・ソサエティ）＞  
ファッションメディア「ELLE」が2014年より主催（2017年からは「ELLE」グループ主催）。国内外から第一線で活躍する女性たちを
スピーカーに迎え、セミナーやワークショップを通じ「女性と仕事」について考える、国内最大級の働く女性のためのイベントです。働く女
性が「仕事」という場面でもっと自分らしく輝くための道しるべとなる生き方や働き方を提言。昨年は約2,000人のワーキングウーマンが
来場し、盛り上がりを見せました。2018年のテーマは「私の未来設計図」。さらに本年からは会場もよりパワーアップ。企業のトップリー
ダー、文化、ファッション、食など多岐に渡る分野で活躍する第一人者をゲストに招聘し、働く女性に向けてエールを送ります。 

＜セミナースケジュール＞  ※ワークショップに関しましては、特設サイトをご確認ください。  

時間 セミナータイトル 　　　　氏名（敬略称） 会社名、肩書き

夏木マリ 歌手、俳優、演出家

坂井佳奈子 エル コンテンツ部・デジタル コンテンツ部 編集長

渡邉季穂
uka代表

ネイリスト

中井美穂 アナウンサー

12:20-12:50
ELLE Japon presents

ネクストステップへの向き合い方（仮）
伊達公子 テニスプレーヤー

13:05-13:35
ELLE DECOR presents

建築というきっかけ
永山祐子 建築家

13:50-14:20

ELLE Japon presents

祖母オードリー・ヘプバーンのレガシーを引き継いで。私たちが目指

す世界

エマ・キャサリン・ヘプバーン・

ファーラー
芸術家、作家、フィラントロピスト

ヴェロニカ  プラット ヴァン

ティール
カルティエ ジャパン President&CEO

ベアトリーチェ・モングイディ
フェンディ ジャパン株式会社

代表取締役社長

15:30-16:00

ELLE gourmet presents

会社は辞める、居場所は変わる。でも「私であること」は辞めない、

ずっと。（仮）

平野紗季子 フードエッセイスト

16:15-17:00
ELLE Japon presents

AI時代を生き抜く未来のスキルとは？
新井紀子

国立情報学研究所教授、

「教育のための科学研究所」所長

水原希子 女優、モデル、デザイナー

坂井佳奈子 エル コンテンツ部・デジタル コンテンツ部 編集長

SHIHO モデル

パコム・アッシ K1ファイター、ボディメイクトレーナー

ELLE Japon presents

Do it Together!

心と身体をパワーアップするSHIHO流トレーニング

18:05-18:40

ELLE Shop presents

Happy aging

～季穂美穂の100歳までキレイに笑って過ごすための生き方～

"Women in Motion” by Kering

映画界で女性が働くということ

ELLE Japon presents

女性が主張するということ

10:30-11:10

11:25-12:05

17:15-17:45

14:35-15:15
人気トップブランドCEO対談

ラグジュアリーグローバルカンパニーがリードする女性の未来


