
A CONVERSATION
WITH TORY BURCH

主　催：WASEDA-EDGE 人材育成プログラム

共　催：TORY BURCH LL C/早稲田大学リーディング理工学博士プログラム

後　援：一般財団法人大川ドリーム基金

協　力：早稲田大学大川アカデミー教育プログラム /早稲田大学 Hond a イノベーションラボ Tokyo 教育研究プログラム /早稲田大学ダイバーシティ推進室 /早稲田大学異文化交流センター (ICC)

申込期間　先着順（申込制）
　　　　　　　　　　　 ※定員になり次第、受付を終了いたします。

対象　早稲田大学、滋賀医科大学、東京理科大学、山形大学、

　　　　多摩美術大学（W AS E DA  EDG E  N EXT コンソーシアム加盟校）

14 :30～15 :30 Entry Time
13 :30～

早稲田大学　大隈記念講堂
(東京都新宿区戸塚町 1-1０4 )

申込方法　http://waseda-edge.jp/

送られてきた入場証を印刷のうえ当日持参し、大隈講堂内の受付にて大学身分証明証とともに

ご提示ください。入場証および学生証がないと講演会場内に入場することが出来ませんので、ご留意ください。

　グローバルアントレプレナー育成を目的にしたW ASEDA -EDGE  人材育成プログラムは、アメリカンライフスタ

イルブランド「トリー バーチ」のCEO兼デザイナーのトリー・バーチ氏をお迎えし、特別講演会を開催します。

　2004年のブランド創立からグローバルビジネス展開、日本のマーケットの重要性、女性起業家を支援する財

団「トリー バーチ ファンデーション」の設立に至るまで、女性起業家としての豊富な経験をこの秋日本に上陸

する新ブランド展開も含めて対談形式で語ります。相手は、動物愛護・保護支援活動家としても幅広く活躍さ

れている、一般財団法人 クリステル・ヴィ・アンサンブル 代表理事 滝川クリステル氏です。

＊当日は、参加者にトリー・バーチ氏の高い志にちなんだ記念品を
先着で贈呈します。（学生のみ/なくなり次第終了） 

 東京女子医科大学、武蔵野美術大学、東京家政大学の学生・教職員（研究者含む）
、 、



A CONVERSATION
WITH TORY BURCH

14:30～15:30

Okuma  Auditorium , Waseda  University
　　　

Organize : WASEDA-EDGE Program
Co-organizer : TORY  BURCH LLC
　　　　　　　 Leading Graduate Program in Science and Engineering, Waseda University

Endorsement : OKAWA DREAM FOUNDATION
Cooperation : Waseda Okawa  Academy / Honda Innovation Lab Tokyo-W aseda  Academic Program
                          Promotion Office of Equality and Diversity Waseda University / Waseda Intercultural Communication Center

1-104 Totsuka-cho, Shinjuku-ku, Tokyo

 

 

 

 

Audience

:

The following groups and individuals are concerned with this event.

Entry Time
13 :30～

Please enter http://waseda-edge.jp.  A university ID card  must be shown and 
confirmed at the entrance desk in the Okuma Auditorium to participate in A  
Conversation with Tory Burch.You are requested to make the registeration on a 
first-come, first-served basis

Students and researchers of Waseda University, Shiga University of Medical 
Science, Tokyo University of Science, Yamagata University and Tama Art Univer-
sity (WASEDA-EDGE NEXT Consortium Member), Gakushuin University, Gakushuin 
Women's College, Japan Women's University, Rikkyo University
（f-Campus）, Ochanomizu University, Tokyo Women's Medical University, 
Musashino Art University, Tokyo Kasei University, who have strong interests in 
entrepreneurship and start-up businesses. Especially, those who are passionate to 
challenge new things, as well as people who is eager to facilitate women’s empow-
erment in the society. 

*There will be special gifts from Tory Burch for the audience (while supplies last). 

WASEDA-EDGE program, which aims to develop global entrepreneurs, will 
provide a special lecture by Ms. Tory Burch, CEO and designer of American 
lifestyle brand “Tory Burch”. The conversation will cover a broad range of 
topics relating to Tory’s journey, from her college years and the brand’s launch 
in 2004 to expanding its business globally, its importance of the Japanese 
market, and the establishment of the Tory Burch Foundation, which empowers 
women entrepreneurs. She will also talk about Tory Sport, a new brand which 
will be introduced in Japan this Fall. The lecture will be moderated by Christel 
Takigawa, founder and chairman of Christel Vie Ensemble Foundation who 
works as an animal welfare activist. 


