


All are welcome to participate in "Nihon Mirai Ken". We look forward for your active participation.

Also established are "Mirai Ken Projects" and "Global Mirai Ken".
"Mirai Ken Projects" involves forming initiatives, partnering with various organizations and conducting educa-
tional campaigns, while "Global Mirai Ken" discusses and undertakes initiatives to contribute towards interna-
tional economy, diplomacy and global peace.

At “Nihon Mirai Ken”, all  our participants act responsibly, conducting goal oriented activities  to develop 
and support human resource, contributing to the society and leading to better future.  We propose  and 
promote initiatives that directly contribute to local communities through our network involving  Industry, 
Academia, Government and Politics.

"Nihon Mirai Ken“ is an organization launched for the Members of Parliament, Academicians, Bureaucrats, and 
Corporate CEOs to discuss and formulate “The Future of Japan and the World” . In January 2012 it obtained 
corporate status as a General Incorporated Association.

「日本みらい研」の活動はどなたでも参加可能です。
皆さまのご参加をお待ちしております。

また、「みらい研プロジェクト」や「グローバルみらい研」を組織し、
事業の具現化や様々な組織との連携、啓蒙活動などを行うと同時に、
世界経済の動向や外交・安全保障・国際交流などについて議論を重ね、
国際社会への貢献や国際交流の推進などの活動も展開していきます。

「日本みらい研」では、参加者全員でみらいに責任ある行動を共有し、
社会への貢献や未来を担う人材の育成と支援、産・学・官・政ネットワークによる
事業の推進や提言、地域社会への貢献等を目指した活動を行います。

「日本みらい研」は、党派を超えた国会議員や企業の経営者、学術界、官公庁の方々が
“日本や世界のみらい”を議論し、カタチにするために発足した会で、
２０１２年１月に一般社団法人として法人格を取得しました。

髙松 重雄
Takamatsu ShigeoRep.Director

ごあいさつ　Greetings

 代表理事



政府・省庁関連情報

国会議員関連情報

IR（統合リゾート）関連情報

その他各種情報

Government and Ministries Informations

Members of Parliament Informations

Integrated Resort Informations

Other Informations

“Mirai Ken DB system" is a system collecting the real time  database from all ministries and government.
It aims to collect database of not only for Japan, but policy data of the major countries of the world.

“Nihon Mirai Ken” has been working based on the 
three concepts of “Linking to the Policies”, “Interac-
tion with the World”, and “Contributing to the 
Society”.
And “Nihon Mirai Ken” will support from various  
questions, requests and actions in various capacity.

1.
「みらい研ＤＢシステム」は、あらゆる政府・省庁データをリアルタイムで収集しデータベース化したシステムです
日本国内のみならず、世界の主要国の政策データもデータベース化することを目指しています

日本みらい研は、「政策に連動」、「世界と交流」、「社会に貢献」の
3 つのコンセプトをベースに、日本や世界のみらいにフォーカ
スした活動を展開しています。
皆さんの疑問に思うこと、必要としていること、やらなければい
けないと思っていることを、様々な分野からサポートします。

「みらい研ＤＢシステム」で政策に連動
Linking to the Policies through “Mirai Ken DB system"

コンセプト  Concept

コンセプト・みらい研DBシステム　Concept・Mirai Ken DB System

政策に連動

世界と交流 社会に貢献
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みらい研　東京本部

“Nihon Mirai Ken”  is set up not only in  the major regions of the country, but 
also has  overseas presence. We are strengthening global perspectives with 
cooperation from people from various fields in Japan and the world.

2.
日本みらい研は、国内の主要地域のみならず海外での拠点整備も進めており、
グローバルな視点で日本や世界の様々な分野の人たちとの連携を強化しています

「グローバルみらい研」で世界と交流
Interaction with the World through “Global Mirai Ken”

“ Nihon Mirai Ken Project” aims to resolve  major issues 
that are of national and international importance 
through participation of everyone.

3.
「みらい研プロジェクト」は、国内の様々な課題や世界的な主要テーマ
について、全員参加で解決を目指すプロジェクを展開しています

「みらい研プロジェクト」で社会に貢献
Contributing to the Society through “Mirai Ken Projects"

プロジェクトの検討

コンソーシアムの形成

推進活動・PR活動

プロジェクト始動

社会に貢献

飲み水に苦しむ
世界の子どもたちを救う

日本の発信力を高め
世界の人と資本を呼び込む

企業の成長力を高め
新たな事業展開を支援

ビッグデータの活用で
誰より早く時流をつかむ

若きイノベーターを育てる
産・学・官・政のきずな
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世界に誇れる新規事業の創出

Creation of new business

グローバルみらい研・みらい研プロジェクト　Global Mirai Ken・Mirai Ken Projects

Project Vision

Consortium

Promotion Activity・PR

Project Start-up

Social Contributions

※他にも様々なプロジェクトを計画中
　Planning a variety of the other projects.



連　携
Collaboration

サポート
Support

産・学・官・政のネットワークで、“政策と連動”“社会に貢献”“世界と交流”を基軸とした、
みらいにフォーカスした社会づくり、人づくりを目指した活動を様々な分野で展開します。

みらい研ネットワーク（産・学・官・政）が 7つのプログラムをベースに様々な活動を展開

グローバルみらい研
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アドバイザリーパートナー（各分野の専門家で構成）

活動をサポートSupport Activities

＜活動メンバーのイメージ／Members Image＞

Basic concept is "Cooperation with policy", "Contributing to society", and "Exchanges with the world" 
by the network of Industry, Academia, Government and Politics.
“Nihon Mirai Ken” will expand the activities aimed at contribution to society and Human resource 
development with a focus to the future by three basic concept.

Mirai Ken Network (Industry, Academia, Government and Politic) is to expand the variety of activities based on the seven program.

産・学・官・政ネットワークとアドバイザリーパートナーが各種の活動や事業をサポート
Industry, Academia, Government and Politic Networks and Advisory Partners, will support a variety of activities and business.

大学生

短大生

専門学生

高校生

「一般社団法人日本みらい研」について　About “Nihon Mirai Ken”
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Global Mirai Ken Mirai Ken Projects Mirai Ken DB System Group Mirai Ken Mirai Ken Forum Mirai Ken Research Human resource Mirai Ken
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一般社団法人日本みらい研（Research Institute for the Future of Society）
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-16-6 jeⅤビル７F
jeⅤ Bldg.7F, 2-16-6 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku Tokyo 102-0093 JAPAN
TEL : 03(5215)6071  FAX : 03(5215)6072        ■  www.rifj.jp   ■ office@rifj.jp

メンバー構成 Member Composition

Diet members Officer members Mirai Ken members

Email members Visitors

Sub members
議員メンバー 理事メンバー みらい研メンバー

メール会員 ビジター

サブメンバー

みらい研プログラム　Mirai Ken Program

Exchanges・gatherings

Research・Inspection

Studies・Proposals

Research of Foreign policy・National security・International exchanges 

BRICs(main India and China)research and exchanges

Hot issue surveys and other various surveys

Japan and America,Japan and Europe research and exchanges

Exchanges with Mirai Ken members or members of parliament

Gathering of all members, Exchanges through golf competition and other events

Exchanges with domestic and foreign students, Specialized field human resource

Meetings surrounded by young men and women who are leaders in business and politics

Other Informations database

ASEAN・Korea research and exchanges

Other projects

Study Group that invite prominent and influential by students

時宣に応じた各種の調査

Research Institute for the Future of Society

Panel discussions led by young members of parliament

Members of Parliament Informations


