〜停滞か、変革か〜
不確実性の時代、企業の変革力を強化する

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
推進研究フォーラム
開催日時

2021年 1 月〜 3 月

全4会合

各会合 １４：００〜１７：００
会合別参加可能

会

場

オンライン（Zoom）

対

象

・ＩＴ・情報システム部門の管理者、担当者
・経営企画部門、事業企画部門の管理者、担当者
・業務改善を担う管理者、担当者
・デジタルトランスフォーメーション推進のノウハウを理解したい方
・業種、業態を超えて、DXをテコにして改善を推進検討されている方

■ 開催にあたって

■ バズセッション方式

「第４次産業革命」とも呼ばれるデジタルトランスフォーメー
ション（ＤＸ）について、Society5.0の流れの中で、変革への
取り組みを行っている企業は多数存 在するものの、本当の意
味でのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が出来ている
企業は多くありません。
本フォーラムでは、デジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）
の
推進への考え方や活用をはじめ企業の先進事例など、専門家、
実務担当者から講演をいただくとともに受講者同士の討議、
質疑応答によって、不確実性の時代、企業の変革力を強化する
ための一助となる場を形成します。

ファシリテータの進行のもと、スピーカの発表
（問題提起者・
事例発表者）
を行います。その後、ご参加者を少人数のグループ
に分け、グループごとに講演内容に関する自由討議を行い、
質問や自由討議を行い、質問や意見等を取りまとめ、それらに
基づきスピーカを含めた全体のディスカッションを通じて、
DXの推進、変革への糸口を探ります。

■ フォーラムの進め方
・時間配分：14：00〜17：00
※詳細は裏面をご覧ください。

■ プログラム

14：00〜17：00
■ みらい株式会社 統括ディレクター / COO

DXの取組状況と課題

DX導入実践事例

「コロナ禍が迫る事業構造の見直しとDX」

「激動の時代におけるモノ作りの課題と日立のDX推進」
①激動の時代におけるモノづくりの課題
②DX推進アプローチとポイント
③DXの定着とデジタルカイゼン

①コロナ禍は経営課題認識にどのような影響を及ぼしているか
②DXの取組状況
③DX推進の目的と課題

一般社団法人日本能率協会
KAIKA研究所 所長

株式会社日立製作所

近田 高志

①製品軸×製造軸×組織軸への展開
②「事実情報」による、現場データのリアルタイム活用
③現場のDXに向け、高速CAPDの提案

代表取締役社長

アプリケーションクラウドサービス事業部 シニアストラテジスト

奥

雅春

①デジタル化に至るまでの経緯、取り組み
②ウォークスルー型の完全キャッシュレス店舗の実現
③無人決済店舗からの今後の展開

株式会社TOUCH TO GO

【第 2 会合】2 月 25 日（木）

DXを失敗させないための法則

NECネッツエスアイ株式会社

■ ファシリテータ

阿久津 智紀

DX人材育成

①2007年から取り組んでいる当社イノベーションへの挑戦の道
②COVID-19前（2019年）から分散型ワークスタイルへの移行
③マルチクラウド活用による業務プロセス自動化に向けた改革の実践例

プロモーショングループマネージャー

代表取締役社長

【第 4 会合】3 月 18 日（木）

「DXが支えるNECネッツエスアイの
ニューノーマルビジネススタイル」

ビジネスデザイン統括本部 エンパワードビジネス推進本部
執行役員

川本 真一

「高輪ゲートウェイ駅で実用化した
無人決済店舗「TOUCH TO GO」」

「日本の強みを活かしたIndustry4.Xの世界」

株式会社smart-FOA

野元 伸一郎
【第 3 会合】3 月 11 日（木）

【第 1 会合】1 月 28 日（木）

「DXを成功させるための組織改革と人材育成」
①2025年問題を考える：なぜ負の遺産（システム）が創出されたのか？
②DXに対応した組織文化の形成：組織文化を変革しないといけないわけとは？
③全体最適を実現するマルチ型人材の育成：マルチ型人材を育成する方法とは？

合同会社コンサランス
代表

西川 明宏
大類 亨
■ スピーカ（敬称略）

高安 篤史

※プログラム内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お申し込み・最新プログラム等：セミナーID（半角数字）

JMA151544

検

索

デジタルトランスフォーメーション（DX）推進研究フォーラム
フォーラムの進め方
＜第１会合＞

＜第２会合、第４会合＞

●はじめに（ライブ配信での進め方の説明、
会合内容の案内）…

5分

＜第３会合＞

●はじめに（ライブ配信での進め方の説明、
会合内容の案内）…

5分

5分

●講

演 ① ………………………… 50分

演 ② ………………………… 70分

●休

憩 …………………………… 10分

●休

憩 …………………………… 10分

憩 …………………………… 10分

●グループ討議 ……………………… 50分

●講

演 ② ………………………… 50分

●講

●グループ討議 ……………………… 50分

●全体討議・質疑応答 ……………… 25分

●全体討議・質疑応答 ……………… 25分
計 ………………………………… 180分

お申込みについて

1

セミナーID（半角数字） JMA151544

で検索

スマートフォン
タブレットから

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合せください。
TEL：03（3434）6271

一般社団法人
日本能率協会法人会員
会

員

各会合（1会合につき）

外

58,000円/1名

18,000円/1名

74,000円/1名

21,000円/1名

※テキスト（資料）費、資料送付費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページ（https://school.jma.or.jp/）に
掲載しておりますのでご確認、ご同意のうえお申込みください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 楠見・佐藤
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22 TEL：03（3434）1410（直通）

c

2

もしくは、https://school.jma.or.jp/

全会合

計 ………………………………… 180分

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

参加料 （消費税抜）

●グループ討議 ……………………… 40分
●全体討議・質疑応答 ……………… 25分

計 ………………………………… 180分

記

会合内容の案内）…

演 …………………………… 90分

演 ① ………………………… 20分

上

●はじめに（ライブ配信での進め方の説明、

●講

●講
●休

（時間配分：14：00〜17：00）

オンライン受講のご案内
・テレビ会議ツール「Zoom」で配信します。
事前に接続テスト https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083 に
アクセスいただき、動作をご確認ください。
・1申込につき1名様がご受講ください。
（著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません）
・ビデオオンできる環境をご用意ください。イヤホンやヘッドセット、外部スピーカーを
使用しての受講をおすすめします。
・お申込み時、参加される方のメールアドレスを必ず登録してください。
・テキストは事前に配布します。
・本セミナーの講 義 資料および 配信映像の録画、録音、撮 影など複製ならびに二 次
利用は一切禁止です。
・Zoomにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側にて停止させて
いただきます。
・お申込みの前に必ず規約（https://school.jma.or.jp/pa/ca0rE）をご確認くだ
さい。お申込み完了を以て規約に同意したことといたします。

参加定員 30 名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に
させていただく場合がございます。）

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

E-mail：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

これから求められる経営モデルの提唱

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発・設計・技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援も行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習・ディスカッション

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

