
ダイヤモンド社ビジネスメディア局
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DIAMOND

Transformation Summit 2023
企業の未来を切り拓く「変革」への道筋を探る

2023年2月14日（火）、15日（水）、16日（木）3Days開催予定！
各日協賛5社様限定



企画趣旨
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DX、HRX、SXの最前線
企業の未来を切り拓く「変革（X）」への道筋を探る

＜対象テーマ＞

各種Saasサービス、人材活用、組織活性化、生産性向上、データ活用、コミュニケーション改革、働き方改革、

バックオフィス改革、テレワーク対応セキュリティ対策、ダイバーシティ、コスト削減、ガバナンス、リーガルテック、

サステナビリティ、ESG、SDGｓなど

デジタル技術の進展による産業構造の急速な変化、国際情勢や地政学的なリスクの高まり、気候変動をはじめとする環境問題
……。世界の在り方がますます複雑に、そして不確実になっていく、まさにVUCAを極める時代の只中、あらゆる企業は従来通
りでは成長はおろか、現状維持さえも困難になりつつあります。競争力を獲得し、持続的な成長を実現するためには、本質的
な「変革」が、今まさに待ったなしの状況となっており、多くの企業が様々な変革に取り組もうとしています。

とりわけデジタル・トランスフォーメーション（DX）は、各企業が必須課題として取り組んでいますが、デジタル化はあく
まで手段であり、その本質は「変革（X）」です。ダイヤモンド社は今回、いま企業が取り組むべき「変革（X）」について、
「ビジネスモデル変革を促すDX（デジタル・トランスフォーメーション）」、「人と組織を変革するHRX（ヒューマンリソー
ス・トランスフォーメーション）」、「持続可能な事業へと変革するSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）」
に焦点を絞り、WEBセミナー「DIAMOND Transformation Summit 2023」を開催することといたしました。

オーディエンスは弊社が保有している顧客データより経営者、役員、経営企画などの意思決定者層と次世代リーダーとなりえ

る方々を中心にご案内する予定です。つきましては、本イベントでの協賛・講演枠をご用意いたしましたのでぜひともご検討

いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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ビジネスモデルの変革を促すDX（デジタル・トランスフォーメーション）

概要：
グローバルに進展するデジタル化が産業構造そのものを大きく変えている現状において、DXはいま企業が
取り組むべき「変革」の筆頭です。しかし、デジタル化はあくまで手段であり、競争力や持続的な成長を実
現するために企業それ自体や経営を「変革」することが真の目的であることは言うまでもありません。
それでは、デジタル化を手段として目指すべき経営変革とは何なのか。経営変革から逆算した効果的なデジ
タル化とは。経営者や有識者に、DXのその先も見据えつつ、DXによる本質的な経営変革について語ってい
ただきます。

DAY1：テーマ

取り扱うテーマ：
DX、AI、データ経営、UX、事業継承とDX、Beyond DX、DX支援ツール、生産性向上、働き方改革、
RPA、テレワーク対応、セキュリティ対策、コスト削減、バックオフィス（管理系）など
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DAY2：テーマ

人と組織を変革するHRX（ヒューマンリソース・トランスフォーメーション）

概要：
産業構造の大きな変化の只中で、いまや企業価値の決定因子は有形資産から無形資産に移行しました。そ
して、その無形資産の中核は人材です。人的資本経営とはまさに無形資産＝人的資本によって企業価値を
持続的に向上させることと言えます。一方で、HRの分野でもデジタル技術はさらに進化し、業務の効率化
や質を高めようとする動きが活発になっています。いま、日本が国際的な競争力を失っていくなかで、
「人」と「組織」の能力を最大化するためのHRX（ヒューマンリソース・トランスフォーメーション）を
早急に遂行する必要があります。DAY2においては、HRXに向けたタレントマネジメント、人事評価シス
テム、労務管理システム、組織変革、コミュニケーション改善、エンゲージメント向上、リーダーシップ
などについて取り上げます。

取り扱うテーマ：
HRテック、人事DX、従業員エンゲージメント、バックオフィス（採用人事）、社員研修、
リカレント教育、人材育成、リーダーシップ、人材活用、組織活性化、コミュニケーション対策など
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持続可能な事業へ変革するSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）

概要：
気候変動や人権、多様性といった持続可能性に関わるアジェンダの認知拡大、さらには関連するグローバルな
規制の進展により、多くの企業にとってサステナビリティ経営が喫緊の課題となっています。
サステナビリティ経営、ひいてはステークホルダーも含めた持続可能な成長を実現するための「サステナビリ
ティ・トランスフォーメーション（SX）とは何か。いま、企業にはどのような視座と取り組みが求められている
のか。有識者や先進企業の担当者が最新状況を整理していきます。

DAY3：テーマ

取り扱うテーマ：
SDGs、ESG、D&I、脱炭素、Well-being、エシカル、エネルギー、ガバナンス、ダイバーシティなど



実施概要／イベントプログラム

■実施概要
日 程：2023年2月14日（火）、15日（水）、16日（木） ※３Days開催予定
主 催：株式会社ダイヤモンド社 ビジネスメディア局
協 賛：各日5社限定
配信方法：事前収録による疑似ライブ配信 ※視聴者ログの提供可

登録人数：各日900名～1,000名想定 ※当日の視聴数を保証するものではありません

受講料金：無料
参加対象：役職…経営者、役員、部長などの意思決定層及び、次世代リーダーを中心に集客

部門…経営全般、経営企画、人事部門、管理部門、関連事業部門などを中心に集客

■3Daysイベントプログラム（案） ※状況によりプログラムは変更となる可能性がございます。
※収録時間の都合により配信時間は前後する可能性がございます。
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TIME DAY1 DAY2 DAY3

テーマ ビジネスモデル変革を促すDX
｢人」と「組織」の力を最大化する

HRX
持続可能な事業成長を加速するSX

13:00～13:40 基調講演 基調講演 基調講演

13:40～14:10 ダイヤモンドスポンサー A ダイヤモンドスポンサー B ダイヤモンドスポンサー C

14:10～14:50 パネルディスカッション パネルディスカッション パネルディスカッション

14:50～15:20 プラチナスポンサー A プラチナスポンサーB プラチナスポンサー C

15:20～15:50 ゴールドスポンサー A ゴールドスポンサー B ゴールドスポンサー C

15:50～16:20 シルバースポンサー A-1 シルバースポンサー B-1 シルバースポンサー C-1

16:20～16:50 シルバースポンサー A-2 シルバースポンサー B-2 シルバースポンサー C-2

16:50～17:30 特別講演 特別講演 特別講演

17:30～17:50 アンケート記入 アンケート記入 アンケート記入



配信後のオンデマンド対応について

＜告知方法＞両日の配信終了後、事前登録アドレスにオンデマンド視聴URLを案内

＜オンデマンド期間＞2月下旬～3月上旬を予定

＜視聴イメージ＞

事前登録者に対して2週間のオンデマンドでの視聴案内をいたします。
※視聴個別リード情報のご提供はございません。
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料金／実施内容

□内容

・プレゼンテーションパート（30分）

・申込者リスト（プロファイル）情報提供：900～1,000件想定

・視聴者ログデータ ※ローデータのご提供となります

・実施報告書

※セミナーのアンケートや申込者ユーザーの各種情報（業種、役職など）をご報告
8

ダイヤモンドスポンサー枠 4,500,000円

プラチナスポンサー枠 4,100,000円

ゴールドスポンサー枠 3,800,000円

シルバースポンサー枠 3,600,000円
（全てグロス、税別）

ご講演順によって料金設定が異なっております。
詳細はｐ6＜イベントプログラム＞をご参照願います。

お申込み締め切り日：12月9日（金）



オプション

◇ダイヤモンド・オンラインにて御社パートのセミナー事後レポート掲載

2,000,000円（グロス・税抜） 1万ＰＶ保証

◇収録動画のご提供

500,000円（ネット・税別）

＜データお渡しに関して＞

データ：MP4ファイル

注意事項：編集後の配信データお渡しとなります。（編集不可）

出典元表記をお願いしております。

「この動画は2023年2月〇日に開催されたDIAMONDビジネスフォーラムTransformation Summit2023で配信されたものです。」

使用範囲：貴社オウンドメディア、イベントでの上映、プレゼンテーション資料内での再生に限ります。

他メディアでの掲載はお控え頂いております。
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◇週刊ダイヤモンドもしくはDHBRにて御社パートのセミナー事後レポート掲載

2,000,000円（グロス・税別）

※掲載号については追ってご相談とさせていただきます。



実施日
（2月中旬）

実施の流れ

２営業日後
1ヵ月半前

（12月下旬～1月上旬）

事前
打合せ

講演者・
プログラム確定

集客開始

事前収録

登録者リスト提出

講演者プロフィール、
講演タイトルご提供

講演用PPT
ご提供

ダイヤモンド社
TODO

告知
ページ完成 集客・登録者管理

実施報告書提出

2カ月半前～2ヵ月前
（12月中旬）

イベント
当日
配信

配信業務
運営・進行

全体

プレゼンパート
事前収録

クライアント様
TODO
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5営業日後
3カ月前

（12月上旬）

アーカイブ配信対応～

お申込み
締め切り



2021年9月開催 DX Summit2Days登録者属性データ
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2021年9/14&9/16 2Days開催
https://promo.diamond.jp/gp/ad/dbf_dxsummit202109/

＜申込者数＞
DAY1 9/14：646名
DAY2 9/16：572名

※DAY1の申込者属性データ

部長職以上が54%
1000人以上の企業規模が63.2%

https://promo.diamond.jp/gp/ad/dbf_dxsummit202109/


2022年9月開催 DX Summit2Days登録者属性データ

12

2022年9/14&9/16 2Days開催
https://promo.diamond.jp/sp/dbf_dxsummit202209/

＜申込者数＞
DAY1 9/14：982名
DAY2 9/16：1,046名

※DAY2の申込者属性データ

部長職以上が49%
1000人以上の企業規模が60.3%

https://promo.diamond.jp/sp/dbf_dxsummit202209/
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基調講演登壇者

SOMPOホールディングス株式会社
グループ CHRO執行役常務 人事部長 原 伸一 氏

DAY1

DAY2

DAY3

2022年4月に学校法人成蹊学園学園長、及び東京大学金融教育研究センター招聘研究員に就任。2020年から2022年まで一橋大学大学院経営管理研究科特
任教授。2015年から2020年まで一橋大学大学院経営管理研究科教授。2009年から2015年まで東京大学理事（初めての女性理事）として大学経営に携わり、
国際、社会連携、広報、産学連携、男女共同参画などを担当。2001年から2009年までハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長（初
代）。1986年から2001年までニューヨーク及び東京で外資系投資銀行に勤務、M&A、エクイティ・ファイナンスなどの業務に従事。

成蹊学園 学園長 江川 雅子 氏

1988年4月、安田火災海上保険（現損害保険ジャパン）入社。2014年6月 安田企業投資株式会社 代表取締役専務。2015年4月 当社海外経営管理部長（兼）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社海外経営管理部長。2017年4月 当社海外事業企画部長。2017年8月 当社執行役員海外事業企画部長。2019年6月 当社グ
ループCHRO執行役常務 人事部長（現職）に就任。

サイバーアイ・エンタテインメント代表取締役社長兼CEO
元ソニー・コンピュータエンタテインメント会長兼グループCEO、元ソニー副社長兼co-COO
久夛良木 健 氏
1950年、東京都生まれ。1975年、電気通信大学卒業後、ソニー入社。情報処理研究所、総合研究所等で、システムLSI、デジタル信号処理等の研究を手がけ
る。 1993年、ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE）を設立し、取締役開発部長。翌1994年に「初代プレイステーション（PS1）」を発売し、歴
史的大ヒットに。1999年、SCEの代表取締役社長に就任。会社設立8年目の2001年には、同社を売上1兆円企業に成長させ、2003年にはソニー副社長兼COO
も兼務。2006年にSCE会長就任後、翌2007年に退任。2009年、サイバーアイ・エンタテインメントを創業し、現職に。
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パネルディスカッション登壇者

モデレーター：大坪亮（株式会社ダイヤモンド社 ヴァーティカルメディア編集長）

パネリスト ：髙倉 千春 氏（ロート製薬株式会社 取締役 CHRO）
西田 政之 氏（株式会社カインズ 執行役員 CHRO）

DAY1

モデレーター：関口和一氏（株式会社 ＭＭ総研 代表取締役所長）

パネリスト ：杉本征剛氏（富士フイルムホールディングス株式会社執行役員 CDO）
柴谷浩毅氏（凸版印刷株式会社執行役員 DXデザイン事業部長兼技術戦略室部長）

DAY2

モデレーター：瀬戸 久美子 氏（東京都市大学教育開発機構特任教授）

パネリスト ：井出 真吾 氏（ニッセイ基礎研究所 上席研究員 チーフ株式ストラテジスト）
堀内 勉 氏 （多摩大学大学院 特任教授）

DAY3



実施報告書

登録者の各種情報をレポーティング
※実施日から5営業日以内で提出いたします。

□項目
・セミナー概要、タイムテーブル
・申込者数、出席者数
・受講時間の割合、入退室者数の遷移
・ユーザー属性グラフ
・参加企業リスト（※一部）
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＜留意事項＞

□集客配信に関して
ご希望の属性のみを集客することは出来ません。

□集客開始後の内容変更に関して
イベント集客開始後の協賛講演テーマ・登壇者等の変更は、必ず事前にご相談ください。

□個人情報の取り扱い
協賛者がイベントを通じて取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律その他関連法令
を遵守し、適切に取得し取扱うものとします。

□協賛者のお申込みキャンセル・変更に関して
申込時点でのコンテンツに関する決定事項の内容変更はお受けできません。
申込後のキャンセルはお受けできません。
やむを得ず発生した場合も、理由の如何を問わず、協賛料金全額をお支払いいただきます。

□コンテンツの権利
イベントにおける写真・ビデオ撮影等を許可する権利、その他映像に関する一切の権利は、主
催者が有します。
コンテンツの提供については、事前にご相談ください。
別途、料金が発生することがございます。

留意事項
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＜免責事項＞

□イベントの変更・中止
主催者は、次のいずれかに該当する場合、コンテンツの変更、イベントの短縮、開催延期または中止
を決定します。

1. 不可抗力の発生によりイベントの開催が困難であると判断した場合
・天災地変
・戦争、内乱、暴動、テロ
・新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の流行
※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもの

・コンピュータ、通信回線等の事故等によるコンテンツ（動画・音声）の寸断、停止
・その他、やむを得ない理由により講師が登壇できない場合

など

2. 政府、行政もしくは公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、中止要請、中止検討等により
イベントの開催が適切でないと判断した場合

主催者の都合以外の理由によって、イベントの全部または一部を中止とした場合、主催者は協賛者に
対し、一切の責任を負いません。
協賛料金の返金は行いません。

免責事項
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＜お問い合わせ先＞

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

お問い合わせ先


