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2023年7月20日開催決定！

3社限定！

協賛枠

編集特集連動
ウェビナー企画

シリーズ第7弾！

スタンフォード大学経営大学院教授

チャールズ・A・オライリー氏

〈基調講演〉

株式会社小松製作所

代表取締役社長 CEO 小川啓之氏

〈特別講演〉



企画趣旨/協賛対象企業
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イヤモンド社ではこれまで、月間72,940,000PV、同21,470,000ユーザー、メルマガ会員約91万人を誇る

「ダイヤモンド・オンライン」をはじめ、ハーバード・ビジネス・レビューの日本版である「DIAMONDハーバード・ビジネ

ス・レビュー（DHBR）」、東証プライム市場上場企業の役員に直送する 「ダイヤモンド クォータリー」など、媒体のコンテ

ンツを生かしたビジネスセミナーを数多く開催し、多くの経営者やマネジメント層へ価値ある情報を提供して参りました。

今回、ダイヤモンド・オンライン「経営・戦略デザインラボ」では、同サイトで実施する「進化する組織」特集と連動した
WEBイベント（WEBセミナー ）『“両利きの経営”を実現する組織とデジタル変革（仮題）」を2023年7月20日（木）に開催する
ことが決定いたしました。

基調講演には、日本を含む全世界で大ベストセラーとなった「両利きの経営」の提唱者であるスタンフォード大学 経営大学院
教授 チャールズ・A・オライリー氏をお迎えし、両利きの経営の本質や企業における具体的な実践方法について語っていただ
きます。
また、特別講演では小松製作所（コマツ）代表取締役社長 CEO 小川啓之氏にご登壇いただき、変化に適応し、成長しつづけ
る組織のあり方や、デジタルテクノロジーの活用による経営変革の実践方法について講演いただく予定です。

本イベントでは、企業経営者・役員、経営企画、HR部門、デジタル・IT部門の意思決定者に訴求するとともに、貴社の製品・
サービスの特徴や優位性をアピールいただく絶好の機会となっておりますので、ご協賛のご検討いただきますようお願い申し
上げます。

ダ

協賛対象企業

戦略系・人材・DXコンサルティングファーム、人事・HRテクノロジー関連ソリューションベンダー、AI関連、データ分析、データ収集
ソリューション、その他関連サービス提供企業など



基調講演／特別講演 講師プロフィール

基調講演
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京都大学経営管理大学院客員教授

山本康正氏（決定）

カリフォルニア大学バークレー校で情報システム学
の修士号、組織行動論の博士号を取得。同校教授、
ハーバード・ビジネススクールやコロンビア・ビジ
ネススクールの客員教授などを経て現職。専門は
リーダーシップ、組織文化、人事マネジメント、イ
ノベーションなど。スタンフォード大学のティーチ
ングアワードやアカデミー・オブ・マネジメント生
涯功労賞などを受賞。ボストンのコンサルティング
会社、チェンジ・ロジックの共同創業者であり、欧
米やアジアの幅広い企業向けにコンサルティング活
動やマネジメント研修(破壊に対応するための企業変
革や組織刷新、リーダーシップなどのプログラム)に
従事してきた。スタンフォード大学のSEP(エグゼク
ティブ・プログラム)でも教鞭を執る。主著の翻訳書
に『両利きの経営（増補改訂版）』（共著、東洋経
済新報社、2022年）、『両利きの組織をつくる』
（共著、英治出版、2020年）、最新刊に『コーポ
レート・エクスプローラー』（共著、英治出版、20
23年）などがある。

東京大学で修士号取得後、米ニューヨークの金融機関に就職。ハーバード大
学大学院で理学修士号を取得。卒業後グーグルに入社し、フィンテックや人
工知能（AI）などで日本企業のデジタル活用を推進。現在、京都大学大学院
総合生存学館特任准教授を兼務。『次のテクノロジーで世界はどう変わるの
か』（講談社、2020年）、『スタートアップとテクノロジーの世界地図』
（ダイヤモンド社、2020年）、『世界を変える5つのテクノロジー』（祥伝
社、2021年）、『入門 Web3とブロックチェーン』（PHP、2022年）など
著書多数。最新刊は『（仮）テックジャイアントと地政学』（日本経済新聞
出版社、2023年3月予定）

特別講演

スタンフォード大学経営大学院教授

チャールズ・Ａ・オライリー氏（決定）

基調対談講演
（オライリー氏との特別対談）

株式会社小松製作所
代表取締役社長 CEO

小川啓之氏（決定）

1985年 4月 株式会社小松製作所入社
2004年 4月 コマツアメリカ(株) チャタヌガ工場長
2007年 4月 生産本部大阪工場管理部長
2009年 4月 生産本部大阪工場副工場長
2010年 4月 執行役員

生産本部茨城工場長
2013年 4月 生産本部調達本部長
2014年 4月 インドネシア総代表

(兼)コマツマーケティング・サポートインドネシア(株)会長
2016年 4月 常務執行役員生産本部長
2018年 4月 専務執行役員生産本部長

(兼)生産技術開発センタ所長、中期経営計画担当
2018年 6月 取締役(兼)専務執行役員生産本部長

(兼)生産技術開発センタ所長、中期経営計画担当
2018年11月取締役(兼)専務執行役員中期経営計画担当
2019年 4月 代表取締役社長(兼)CEO



開催概要／プログラム（仮）

＜プログラム（仮）＞

※上記プログラムは協賛社の参画状況や諸状況により変更なる可能性がございます。

13:00-13:45（45分）基調講演 ：スタンフォード大学経営大学院教授チャールズ・A・オライリー氏
「両利きの経営ー“二兎を追う”戦略が未来を切り拓く（仮題）ー」

13:45-14:00（15分）基調対談講演：「両利きの経営の本質（仮題）」
14:00-14:40（40分）協賛講演⑴ ： 協賛企業様①プレゼンテーション（コンサルティングファーム様枠） 決定

推奨テーマ（案）：両利きの経営を実現する「経営戦略とその実践」
14:40-15:10（30分）協賛講演⑵ ： 協賛企業様②プレゼンテーション
15:10-15:40（30分）協賛講演⑶ ： 協賛企業様③プレゼンテーション

推奨テーマ（案）：デジタル変革による「両利きの経営を実現する組織と人材」
推奨テーマ（案）：「両利きの経営を実現する」AI活用、データ活用基盤

15:40-16:40（60分）特別講演② ： 登壇者未定（企業経営者、事業責任者を想定）
「タイトル未定」

16:40-16:50（10分）閉会の挨拶、アンケート

＜開催概要＞

名 称 DIAMOND ビジネスフォーラム

『“進化する”組織』ウェビナー企画 第7弾
“両利きの経営”を実現する組織とデジタル変革（仮題）

主 催 ダイヤモンド社ビジネスメディア局
企画協力 ダイヤモンドクォータリー編集部
開 催 日 2023年7月20日（木）13:00~16:50
会 場 WEBセミナー ※事前収録による擬似ライブ配信

受 講 料 無料（事前登録制／抽選）
定 員 200～250名（登録ベース）
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※その他、ご質問等があれば詳細は弊社担当にご相談、あるいはお問い合わせください。 5

料金／企画概要ほか

登録数

200-250件
想定

＜留意事項＞

・ご協賛枠は3社限定となりますので、お早めにお申し込みください。

・本セミナーにおいては、構成の関係上、1枠目はコンサルティングファーム様 に限定させていただきます。

・仮押さえは可能ですが、弊社の判断で期限を設定する場合や、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・協賛社の競合排除などは原則受け付けておりませんのでご了承ください。

□企画/運営

・イベント企画・進行管理

・登録者管理

・イベント当日の運営・管理

※講演はすべて事前収録を予定しております。

WEBセミナー協賛料金
3,800,000円（税抜）

□協賛特典

・30分間の講演枠

※講演中、資料の掲示やデモの実施なども

可能です。

・申込者リスト（プロファイル）情報提供

・実施報告書

※セミナー内で実施したアンケートやユーザー

の各種情報をご報告
□告知/集客

・各種メールマガジン配信

・告知ページ、登録フォーム作成など

□イベントレポート

・ダイヤモンド・オンラインでのイベント全体レポート

※協賛社の具体的な講演内容への言及はありません。

協賛企業様個別のレポートは追加オプションとなり

ますので、次ページを参照ください。

＜レポート（全体）＞＜協賛内容＞＜企画概要＞

※不備・対象外の方

を除く登録者情報は

全てご提供します。

協賛枠①

協賛枠②③ 3,500,000円（税抜）



②雑誌＋オンライン媒体（DHBR＋ダイヤモンド・オンライン転載)

3,000,000円（税抜）

イベントレポート（協賛社個別レポート）／二次利用

※協賛社様単独での掲載となります。
※誌面上での全体レポートの掲載は
予定はありません。

□セミナーレポート掲載メニュー

＜追加オプション＞

①オンラインのみ（ダイヤモンド・オンライン掲載）

2,500,000円（税抜） ※2,500PV保証

□イベント映像（収録動画）の二次利用

500,000円（税抜）～
※動画は協賛講演部分のみ、また当イベントで配信した編集済み（加工なし）を提供いたします。

※その他、ご利用いただく際の規定や二次利用の範囲について、お申込みいただいた際にご説明いたします。

詳細は担当営業までお問い合わせください。

③雑誌のみ（DHBR掲載）

2,500,000円（税抜）

※10,000PV保証

DOLトップページ

協賛企業様イベント
レポートページ

●オンライン展開イメージ●

●誌面掲載イメージ●

協賛企業様イベントレポート
（4色2ページの場合）

※中面4色2ページの場合

DHBR.net
トップページ

6



集客媒体

・過去のイベント参加者へのオプトインメール：約13,000名

・DHBRオンライン メールマガジン登録会員：約55,000名

・DOLメールマガジン登録会員：約910,000名

＜集客媒体＞
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・経営・戦略デザインラボ、「進化する組織」特集内 誘導枠（コンテンツ閲覧者を誘導）

●経営戦略Dラボトップ ●特集トップ ●特集記事内

誘導枠

※誘導方法は変更となる場合がございます。



ご提供リード情報

＜登録フォーム／項目詳細＞
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●登録ページ

氏名
メールアドレス
勤務先電話番号
勤務先名
業種
部署名
職種
役職
従業員数
売上規模

●個人情報/デモグラフィック情報

●簡易アンケート
イベントへの期待や
要望など

●個人情報提供への同意

●権限・立場
組織・人事やDX推進に
おける立場や課題など

1~49人/50~99人/ 100~299人/ 300~499人/ 500~999人/ 1000~4999人/ 5000~9999人 / 10000人以上/ 非会社組織(公共機関) 

経営全般 経営企画/事業開発 マーケティング/調査 情報システム(社内向け) 情報システム(社外向け) 総務/人事 法務/知的財産/
特許 広報/宣伝 営業/販売 保守/サポート 技術/研究開発 デザイン/設計 製造/生産/検査 購買/資材/物流 専門職(医師/弁護士/コ
ンサルタントなど) /その他

経営者CEO/役員/部長職以上/課長職以上 /課長職以上/係長・主任職/専任職/一般社員・職員/専任職/その他

製造業/商社 情報処理・ソフトウェア/金融・証券・保険/運輸・エネルギー関連/建築業/流通・小売、外食/医薬品・化学製品/
サービス業/ SI・コンサルティング /その他通信サービス/大学・教育・研究機関/食料品・飲料・嗜好品/マスコミ・広告関係/
官公庁・公共団体・公益法人/住宅・不動産/医療・福祉・介護施設・サービス/専門サービス/農林・水産・鉱業

50億円未満/50～100億円/ 100～500億円/ 500～1000億円/1000～3000億円/3000～5000億円/ 5000億円～1兆円/1兆円以上

※フォームの項目は変更になる場合があります。



タイムスケジュール

＜イベント開催（後）までの流れ＞

2023年

5月 19日
6月
中旬 7月20日

※公開時期は
ご相談の上で
決定いたします

7月
中旬

申込〆

協賛社様
TODO

ダイヤモンド社
TODO

LP完成

登録者リスト
レポート作成

全 体

講演スライド提供

スタジオ収録

告知ページ
誘導原稿等
作成開始

事務局作業
登録者管理

LP公開
集客開始

登録者リスト
レポート提供

お申込

お打ち合わせ
講演タイトル
決定、素材
ご提供

個別レポート記事
作成

※オプションご発注の場合

個別レポート記事
チェック

※オプションご発注の場合

個別レポート記事
公開

※オプションご発注の場合

集客
終了

講師との
打ち合わせ
講演タイトル
素材提供

開催日
（配信日）
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5月
下旬



詳細スケジュール

＜スケジュール＞

◎申込締切 ：2023年 5月19日（金）
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※ご登壇いただく方の「お写真（バストアップ）」「お名前」「部署名」「役職」「略歴（300字程度）」および「ご講演タイトル」
などをご用意下さい。

◎ ：2023年 6月1日（木）
登壇者プロフィール
講演タイトル提供

＜決定後の締切＞

◎ ：2023年 6月中旬講演の事前収録

※収録場所はvcubeスタジオもしくはダイヤモンド社9Fカンファレンスルームもしくは都内収録スタジオを想定しています。



配信画面イメージ

ウェブセミナー配信イメージ・収録場所

V-CUBEスタジオ
港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー16、17階

※東京メトロ南北線白金高輪駅直結

単独講演（資料＋人物ワイプ） 複数講演（パネルなど）

※実際の収録場所とは異なります。詳細はVCUBE社HPをご参照ください。
https://jp.vcube.com/service/platinum

V-CUBEスタジオ（エントランス、収録ルーム）イメージ

単独講演（資料のみ）単独講演（人物のみ）

※講演内容、ご希望に合わせて見せ方を変更いたします。

11



12

DIAMONDビジネスフォーラム実績（概要・タイムテーブル）

■DIAMONDビジネス フォーラム「テクノロジーの進化と学習する組織」（2022年6月8日開催）
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DIAMONDビジネスフォーラム実績（視聴状況）

■DIAMONDビジネス フォーラム「テクノロジーの進化と学習する組織」（2022年6月8日開催）
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DIAMONDビジネスフォーラム実績（業種／職種）

■DIAMONDビジネス フォーラム「テクノロジーの進化と学習する組織」（2022年6月8日開催）



15

DIAMONDビジネスフォーラム実績（役職/従業員数）

■DIAMONDビジネス フォーラム「テクノロジーの進化と学習する組織」（2022年6月8日開催）



16

DIAMONDビジネスフォーラム実績（簡易アンケート）

■DIAMONDビジネス フォーラム「テクノロジーの進化と学習する組織」（2022年6月8日開催）



「経営・戦略デザインラボ」“進化する組織”特集概要
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※2022年5月連載スタート

特集：“進化する”組織

特集概要・主旨

企業が新たな取り組みを行うにあたって最大の壁は、事業アイデアの欠如でも、デジタル化の遅れでもなく、どのように人を育て、どのよう
に組織するか。すなわち、「人と組織」に集約される。変化に適応できない組織はいずれ淘汰される。
では、どうすれば組織は変わるのか？どのように変えればいいのか？進化する組織に必要な条件は何か？本特集では、人材や組織における第
一人者たちが「“進化する”組織」を最新の理論・事例とともに探る。



ダイヤモンド・オンライン（DOL）内で、経営、戦略や企業産業に関連する記事を集めたキュレーションサイト。
コアターゲットは次世代のマネジメントを担うネクストリーダー層。 DOL内での『学びのプラットフォーム』と位置づけ、
経営、戦略、人材、組織、イノベーションなどテーマを中心に、質の高い経営情報、マネジメントスキルを高めるコンテン
ツを日々更新している。また、2022年からオリジナル特集をスタートさせ、特集とイベントとの連動企画を展開予定

◆特集サイト

ダイヤモンド・オンライン「経営・戦略デザインラボ」とは

◆経営戦略デザインラボ トップ
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問い合わせ先

株式会社ダイヤモンド社ビジネスメディア局
〒150-8409 東京都渋谷区神宮前6-12-17
TEL:03-5778-7220 FAX:03-5464-0783

web_ad@diamond.co.jp


