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2022年4月19日（火）～4月20日（水）会 期

産業貿易センター浜松町館会 場 日経BP主 催

展示会 10：30～17：00
セミナー 10：00～16：40

※2022年4月8日現在
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DIGITAL INNOVATION 2022 TOKYO

２つ以上のセミナーを受講された方全員にAmazonギフト券1,000円分プレゼント！ ※後日、ご登録メールアドレス宛に　お送りいたします

10:00 ～ 10:40 【基調講演】
アシックスVISION 2030を
実現するためのDXの取り組み
アシックス 常務執行役員 デジタル統括部長／CDO・CIO
富永 満之 氏

10:45 ～ 11:15 【基調講演】 ※再放送
【公開取材】牧島デジタル大臣にきく、
今後のデジタル社会の形成に向けた決意
デジタル大臣／行政改革担当大臣／
内閣府特命担当大臣（規制改革）　牧島 かれん 氏

10:00 ～ 10:40 【基調講演】
DX先進企業に学ぶ、
システム開発内製化の極意

日経クロステックIT 編集長　森重 和春

10:00 ～ 10:40 【営業支援/マーケティング】
MAツールで実践！マーケティングDX入門 
～非対面コミュニケーション推進のすすめ～

SATORI　相原 美智子 氏

11:30 ～ 12:10 【製造業DX】
アメリカ自動車・重機メーカー事例から学ぶ、
生産ライン最適化とサプライチェーン危機に対応する
3Dプリンター活用術
ストラタシス・ジャパン　工藤 信男 氏

11:30 ～ 12:10 【エンタープライズDX】
オープンデータを活用したIPデータベースによる
需要予測を用いた意思決定仕組みづくり

Hogetic Lab　白石 裕人 氏

11:30 ～ 12:10 【エンタープライズDX】
ハイブリッドワーク時代の従業員エクスペリエンスDX
生産性向上のための社内ポータル改革とは？

LumApps　松下 真子 氏／渡辺 繁 氏

13:00 ～ 13:40 【働き方改革】
Slack で実現する”Digital HQ”での新しい働き方

セールスフォース・ジャパン（Slack）　伊藤 哲志 氏

10:45 ～ 11:25 【働き方改革】
【大規模DX】LIXILから学ぶ全国拠点＆
代理店向け商品教育と営業支援の秘訣！

4COLORS　加山 緑郎 氏

12:15 ～ 12:55 【働き方改革】
事例紹介：帳票デジタル化で働き方改革を推進
～請求書発行の電子化で生産性が20倍に向上！～

ラクス　松崎 健一 氏

13:45 ～ 14:25 【エンタープライズDX】
経営企画がリードするDX推進と、
データドリブン経営のポイント

ログラス　布川 友也 氏

15:15 ～ 15:55 【働き方改革】
多様化する働き方において、
デジタルワークプレイスを実現するには？

ネオジャパン　奥田 彩音 氏

14:30 ～ 15:10 【働き方改革】
AI-OCRの導入がうまくいかない方へ
導入現場から学ぶ失敗しない脱紙業務の仕組みとは？

シャイン　小河原 茂 氏　　提供：RPAテクノロジーズ

12:15 ～ 12:55 【基調講演】
政府・自治体／公共分野のデジタルイノベーションと
2022～2023年の見どころ

日経コンピュータ編集長　浅川 直輝

11:30 ～ 12:10 【基調講演】 ※動画セッション
グローバルチームで推進するR&DとDX経営

ZOZO NEXT COO　高橋 一馬 氏

13:00 ～ 13:40 【基調講演】
技術で検証、EV（電気自動車）シフトの危うい未来

Touson自動車戦略研究所 代表
（自動車・環境技術戦略アナリスト）　藤村 俊夫 氏

13:45 ～ 14:25 【基調講演】
広がるクルマのオンライン販売
～車両から新機能へ～

日経クロステック先端技術 編集長　小川 計介

13:00 ～ 13:40 【エンタープライズDX】
AI×RPAで変わる未来
-自動化から働き方を変え、新しい価値を創出する-

UiPath　鷹取 宏 氏

13:00 ～ 13:40 【セキュリティ】
Microsoft 365/Teams/Defenderをどう管理する？
ハイブリッドワーク下でのIT資産管理の最適解

ディー・オー・エス　古賀 みのり 氏

14:30 ～ 15:10 【クラウド】
857社に緊急調査！中堅企業の3割が検討する
クラウドシフト、その課題と対策とは

デジタルテクノロジー　酒井 宏一郎 氏

14:30 ～ 15:10 【基調講演】
徹底解説！DX時代のサイバーセキュリティー

日経NETWORK編集長　勝村 幸博

16:00 ～ 16:40 【基調講演】
「ITIL4」がDX時代のIT運用を実現する
アクセンチュア テクノロジーコンサルティング本部 
インテリジェント・クラウド・イネーブラー
プリンシパル・ディレクター　中 寛之 氏

15:15 ～ 15:55 【基調講演】
テクノロジーがスポーツを変える！
米スポーツ産業ヘッドライン

ジャーナリスト　渡辺 史敏 氏

16:00 ～ 16:30 【基調講演】 ※再放送
【特別対談】
社会問題解決のためにテクノロジーが果たす役割
フューチャリスト　尾原 和啓 氏
大阪市立大学 准教授　斎藤 幸平 氏

10:00 ～ 10:40 【基調講演】
バンダイナムコエンターテインメントが考える
IPメタバース構想
バンダイナムコエンターテインメント
代表取締役社長　宮河 恭夫 氏

10:45 ～ 11:15 【基調講演】 ※再放送
【特別対談】いかにデジタル技術を活用し、社会に
受け入れられるニューノーマルを切拓いていくか
慶應義塾大学 教授　村井 純 氏
東京都副知事　宮坂 学 氏

10:00 ～ 10:40 【基調講演】
土木分野のDXを展望する

日経クロステック建設 編集長　浅野 祐一

11:30 ～ 12:10 【基調講演】
ここまで来た「建設3Dプリンター」！！
建築・都市分野のDX先行事例を一挙紹介

日経アーキテクチュア編集長　佐々木 大輔

11:30 ～ 12:10 【営業支援/マーケティング】
組織のマーケティングプロセスを”一歩”先へ
～「データによる消費者理解」最前線～

ヤフー　野口 真史 氏

13:00 ～ 13:40 【クラウド】
これだけ聞けば全部分かる
「改正電子帳簿保存法」のIT基盤構築のポイント
デル・テクノロジーズ　石田 喜明 氏
提供：デジタルテクノロジー

13:00 ～ 13:40 【エンタープライズDX】
変革の時代こそビジネスの中心にあるものを意識し、
DXを推進！

Box Japan　竹内 裕治 氏

14:30 ～ 15:10 【HRテック&ラーニングテクノロジー】
人事DX最前線・IT活用で実現する
「人事業務の効率化」と「タレントマネジメント」

プラスアルファ・コンサルティング　鈴村 賢治 氏

16:00 ～ 16:40 【エンタープライズDX】
デジタル変革を安全かつ確実に実現できる
大容量データ基盤

INFINIDAT Japan　橋口 慎一 氏

10:45 ～ 11:25 【働き方改革】
DX推進を阻む壁はIT人材不足？
業務変革の“切り札”は失敗しない現場主導から！

4COLORS　加山 緑郎 氏

12:15 ～ 12:55 【営業支援/マーケティング】
グローバルブランドのECでの動画活用トレンドと
日本における独自の発展事例を紹介

visumo　井上 純 氏

13:45 ～ 14:25 【セキュリティ】
DX推進に欠かせない
エンドポイント・クラウドのセキュリティ対策

エムオーテックス　中本 琢也 氏

15:15 ～ 15:55 【働き方改革】
グループウェアで「3つの悪習」を解消！
ポストコロナ時代の業務改革・コスト削減策

ネオジャパン　山田 志貴 氏

14:30 ～ 15:10 【クラウド】
Citrix DaaSで身近になった
クラウドデスクトップの活用

シトリックス・システムズ・ジャパン　白川 晃 氏

16:00 ～ 16:40 【製造業DX】
現場クラスター防止！マニュアル&レポートの 
ペーパレスを実現する『do!book』

日本デジタルオフィス　濵田 潔 氏

13:00 ～ 13:40 【建設DX】
最新事例紹介！
ビル・マンション建設現場の10年間とイノベーション

スパイダープラス　門間 諒 氏

14:30 ～ 15:10 【基調講演】
テクノロジーが取り払う金融の境界線

日経FinTech編集長　岡部 一詩

16:00 ～ 16:40 【HRテック&ラーニングテクノロジー】
社員教育DXは「オンライン＋オフライン」の
ハイブリッド！？効果的な研修方法を解説

manebi　山下 俊平 氏

12:15 ～ 12:55 【基調講演】
企業システムに溶け込む5G

日経エレクトロニクス編集長　中道 理

11:30 ～ 12:10 【基調講演】 ※動画セッション

産業DXの要諦
～新たなビジネスモデルを生み出す秘訣とは

ラクスル 代表取締役社長CEO　松本 恭攝 氏

13:00 ～ 13:40 【基調講演】 ※再放送
【特別対談】
社会に受け入れられるニューノーマルを考える
社会学者　古市 憲寿 氏
国際政治学者・山猫総合研究所代表　三浦 瑠麗 氏

13:45 ～ 14:25 【基調講演】
Web3～ブロックチェーン・NFT・DAO・DeFiの
先にある、GAFAのいない未来
PwCコンサルティング マネージング ディレクター　
馬渕 邦美 氏

15:15 ～ 15:55 【基調講演】
脱炭素ビジネスで成長する
欧米エネルギーのデジタルイノベーション 
～日本のグローバルクリーンテック創出は急務～
東北電力 事業創出部門 アドバイザー　出馬 弘昭 氏

16:00 ～ 16:40 【基調講演】
シミュレーションで設計の限界を突破せよ

日経ものづくり編集長　吉田 勝

4月19日（火） セミナースケジュール ※当日受付あり（各会場受付にてお尋ねください）
5F 4F

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

4月20日（水） セミナースケジュール ※当日受付あり（各会場受付にてお尋ねください）
5F 4F

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

※2022年4月8日現在
講演プログラムは変更になる場合があります 

講演プログラムは変更になる場合があります 


