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https://digitalforum.nikkei.com/



●･･･紙面企画（料金設定／広告料金型）

◎･･･イベント企画（料金設定／協賛＝パッケージ型）

日本経済新聞社は、日本の企業・社会のDX化を促進すべく

「日経デジタルフォーラム」を立ち上げました。

今年は9月にデジタル庁が創設されます。

DXを一層推進していくために、国や社会の在り方、

企業経営や人材育成、データの利活用など、

幅広いテーマで情報を発信していきます。

※次ページ以降の企画は2021年2月末時点の予定であり、都合により日程、実施形式等を変更することがあります。

　また、企画名称や副題等はすべて仮題です。

　各企画の詳細については、個別の各企画書をご高覧下さい。
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主要企画・イベント年間予定

6
月

4
月

5
月

3
月

◎ スマートシティ実現に向けて連携企画：

オンラインセミナー下旬

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

◎ 世界デジタルサミット ポスト・ニューノーマル～レジリエントな社会を目指して～連携企画：

7日・8日配信 オンラインセミナー

ビジネスパーソン 企業メッセージ DX全般 ブランディング

2021年 いざ拓く日本のDX
～デジタル庁創設まで３ヵ月、デジタル立国を目指す日本～

●
「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）下旬発行

政府・官公庁 製品・ソリューション DX全般 ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

～データドリブン改革をもたらすＤＸ新潮流～◎
「デジタル経営変革フォーラム2021」オンラインセミナー30日配信

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

◎ DCON2021 第２回高専ディープラーニングコンテスト連携企画：

DCON（ディープラーニングコンテスト）17日 

学生・一般 企業メッセージ AI・ディープラーニング ブランディング

2021年 ＤＸの本格的夜明け
～企業競争力を高め、そしてＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇな社会作る～

●
「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）17日発行＆4月下旬発行

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

デジタル立国 ジャパン・フォーラム◎
オンラインセミナー28日配信 

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年



※2022年１～３月につきましては、21年８月下旬よりご案内いたします
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7
月

9
月

 10 
月

 11 
月

 12 
月

◎ 世界デジタルカンファレンス レジリエントな社会の実現に向けて～DXで変わる社会・ビジネス連携企画：

オンラインセミナー上旬

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

真のデジタル社会の確立に向けて
～ＤＸで、よりWell-Beingでレジリエントな日本を作る～

●
デジタル庁創設記念「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）日本経済社買い切り（※予定）上旬発行

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

真のデジタル社会の確立に向けて
～よりWell-Beingでレジリエントな日本を作る～

◎
デジタル庁創設記念 オンラインセミナー 日本経済社買い切り（※予定）上旬配信

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

Data Society Forum 2021～進化するデータエコノミー社会～◎
オンランセミナー 日本経済社買い切り（※予定）12日・13日配信

ビジネスパーソン 製品・ソリューション AI・ディープラーニング リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

～DX人材って何？ DX人材を求める企業、目指す人～●
「ＤＸ人材フォーラム」（日経朝刊：全国版）※全8ページ予定中旬配信

学生・一般 企業メッセージ AI・ディープラーニング ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

●･･･紙面企画（料金設定／広告料金型）◎･･･イベント企画（料金設定／協賛＝パッケージ型）

ターゲット 訴求内容 イベント内容 協賛目的 採録掲載媒体

※以下は予定であり、都合により日程／実施形態等を変更することがあります。また、企画名称や副題等は全て仮題です。



　菅義偉政権が本年9月、500人規模での創設に向け急ピッチに検討を急ぐデジタル庁。国を挙げ、また民間

をも巻きこみ、DX・デジタル化を推進していくことになります。諸外国に比べ遅れが指摘される日本のDX・デ

ジタル化は、まさに今、政官学民が力を合わせ、総力をもって日本の新たな社会を拓こうとしております。

　IT化は作業時間や人件費などを抑える「内」の側面が強かったのに対し、DXは稼ぎ方というビジネスモデル

の変革であり、「外」を変えるとされます。コロナ禍に多くの企業で進んだデジタル化ですが、これを「単なるデ

ジタル化」ではなく、「企業変革まで踏み込むDX戦略」へ進めることは、現在、企業における最大の課題とも言

えるでしょう。足元の社業を俯瞰しながら、AIやIoT、また昨春からスタートした5G等を活用し、いかに新たなビ

ジネスの境地を切り拓くのか、経営者の想像力やリーダーシップが求められている現状があります。

　グローバル競争に伍していく一方で、DX化で真に追求されるべき本質とは、「DXによるWell-Being（幸

福）な国家・社会作り」であり、その結果として国民一人ひとりが幸せを享受する事にあると考えます。テクノロ

ジーの発展がウェルビーイングを低下させるような事態は本来的な目的から逸脱すると言え、国家や企業が追

求すべきは「そのDX戦略は人を幸せにするのか」の視点ではないでしょうか。

　DXが目的になってはいけない。日本経済新聞社は「DXはウェルビーイングな国家・社会作りのためにテクノ

ロジーやデジタルを活用するものである」と考えます。

　そこで今回、日本経済新聞社では、「2021年、DXの本格的夜明け～企業競争力を高め、そしてWell-

Beingな社会を作る～（仮題）」を企画立案いたしました。

2021年
3月

企画趣旨

■ 掲載媒体：日本経済新聞 朝刊 全国版
■ 掲 載 日：2021年3月中旬 （申込締切：2月25日／木）
■ 紙面体裁：8ページ （全120段／24ヵ面カラー）
※掲載日・紙面体裁は都合により変更の可能性がございます。
※場合により沖縄版には掲載にならないケースがあります。
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2021年 ＤＸの本格的夜明け
～企業競争力を高め、そしてＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇな社会作る～

●
「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）17日発行＆4月下旬発行

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録



企画内容について

掲載事例；朝刊 2020年12月15日付「DXの地平～岐路に立つ日本」
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　DXは「新しいデジタル技術を活用し、ビジネスに新たな価値を加えて競争力を高めること」と定義できます。

日本企業においては労働力人口が年々減少する中、労働生産性をどう上げていくかが重要な課題となってお

り、特に管理部門を始めとした定型業務の自動化は重要な取り組みであると考えられております。

　管理部門とは、総務・経理・人事・法務・労務・情報システムなどの社内を支える重要な基盤となる部門のこと

で、一般的に他部門よりも多くのルーティン業務が存在すると言われます。管理部門でのRPA/AIの導入は

DXの一環と捉え、経営トップの関与のもと全社的に業務を再設計するという視点を持つ必要があります。今後

は定型業務だけでなく人の判断や意思決定が求められる非定型業務へのRPA/AIの活用も検討が求められて

いくことは必至です。

　コロナ禍という未曽有の危機を乗り越えた2020年。そして新たな1年がスタートし、これまで以上にDXの

実装やデータドリブン改革への対策が急務となっています。しかし、業務プロセスの改善を目的とするRPA/AI

の活用は、多くの日本企業にとって共通の課題を解決する手段にも関わらず、現状では業務効率化の域を脱し

ておりません。

　本フォーラムでは、特に管理部門におけるDXとそれに伴うIT技術の現場活用、管理部門での経験をもとに

全社導入を進める最新事例を発信する機会といたします。

企画趣旨
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～データドリブン改革をもたらすＤＸ新潮流～◎
「デジタル経営変革フォーラム2021」オンラインセミナー30日配信

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年
3月



▶GDPRに伴うルールにより、海外居住者のリード情報はご提供リストに含まれません
▶ライブ配信／疑似ライブ配信に問わず、リード情報（申込者リスト）に動画視聴ページ来訪フラグをつけてご提供いたします
▶セッションごとの視聴の有無や視聴時間情報に関しましては仕様の都合でご提供できません
▶オンラインフォーラムは原則、スクリーニングや当落による選別は行いません
▶リード情報のご提供は、セミナー開催後、5営業日以内を目処にリストとしてご提出いたします
▶リードご提供にあたり、協賛社さまには「個人情報取扱確認書」をご提出いただく必要がございます（ドキュサイン対応）

▶ 5,000,000円（税別）※出演者、収録会場、撮影方法などにより別途費用がかかる場合がございます。
▷ リードご提供想定数　約800名 ※集客数はテーマや登壇者によって変動。本想定数はリード提供数を担保するものでは
ありません。　
①協賛社さまのセミナー単独登壇（30min.予定）、②リード情報のご提供、③セミナー視聴ページへのリンク設置、
▷協賛社アンケート&資料ダウンロードのリンクを1点ずつ設置できます 
④集客告知（紙面）内での社名・登壇者情報・ロゴ掲出、⑤日経イベント＆セミナーサイト内での社名・登壇者情報掲出、
⑥レポート広告（15段カラー）内での登壇者顔写真、ロゴ掲出、⑦3日間のアーカイブ配信　
⑧結果報告書のご提出（申込者属性・主催者アンケート結果等）、⑨当日会場費、⑩撮影・収録・配信費、⑪当日運営事務局費、
⑫視聴ページ制作費、⑬告知制作費、⑭講師謝礼等

オンライセミナー概要＆ご提供リード概要

協賛パッケージ
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デジタルで生活・社会・産業を改革、新たな国際連携の枠組み作りを日本がリードする

　新型コロナウイルスによって人々の生活や暮らし方、働き方が大きく変わり、企業はビジネスモデルの抜本

的な見直しを迫られ、政府機関は大胆な政策転換が求められています。未曾有の危機にある今は、見方を変え

れば、コロナ後の時代を見据えた「新たな国作り」に向けた好機とも言えます。従来のハコモノや産業基点では

なく、人々の暮らしや健康、住まい、防災など、国民一人ひとりの生活をもっと便利に、快適にするという視点か

らの変革が求められています。そこにはデジタル技術の活用が欠かせません。

　国民一人ひとりがデジタルを駆使してスマートに、そして力強く生きることができる社会に向けて。デジタル

を前提に、社会のルールや政策、企業活動、ビジネスモデルをゼロベースで見直し、斬新な発想力を駆使して、

変化を恐れず、覚悟を決めてやり切る必要があります。政府による「デジタル庁」創設に向けた動きは、その象

徴です。本質は行政内部の改革だけにとどまりません。国民生活、中央と地方、企業と行政、国民と行政、企業

間など、社会全体のデジタル改革へとつなげる点にあります。企業と政府機関が協力しながら、学術界の知見

も生かした、オールジャパンによる「デジタル立国」に臨む好機です。デジタル社会は国家間の関係や連携の在

り方にも変革を迫ります。多様性や文化の違いを互いに認め、情報セキュリティーや個人のプライバシーを確

保した上で、国を越えて必要な情報をスムーズに連携させる仕組み作りが求められています。情報流通におけ

る新たな国際連携の枠組み作りでも、日本が世界でリーダーシップを発揮すべきです。

　そこで日本経済新聞社・日経BPは2021年5月、国内外の専門家や学術関係者、政策担当者、企業経営者に

お集り頂き、「デジタル立国ジャパン・フォーラム」を開催致します。国内外のデジタル分野の有識者を招いて生

活、暮らし、技術、経営、法制度、政策などに関してオープンな議論を展開。企業経営層と政府関係者、学術関係

者による情報共有を促し、日本の国際競争力の強化を目指します。議論の内容はオンラインで配信、広く情報

発信していきます。

2021年
5月

企画趣旨

オンラインセミナー概要
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▶名称：日経デジタルフォーラム「デジタル立国ジャパン・フォーラム」
▶主催：日本経済新聞社、日経BP
▶日時：2021年5月28日（金）
▶形式：オンラインセミナー
▶内容：デジタル政府をテーマに、ステアリングコミッティによる議論を経て決定
▶特別協賛：１社（＝PLATINUMスポンサー）         　
▶協賛：複数社想定（＝GOLDスポンサー、SILVERスポンサー）　　　
▶想定聴講者：政府、中央省庁、自治体関係者、DX推進に取り組んでいる、取り組もうとしている企業　等　　　
▶想定視聴者数：1,000名
▶配信会場：日経ホール　(千代田区大手町1-3-7)

デジタル立国 ジャパン・フォーラム◎
オンラインセミナー28日配信 

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録



プログラム案＆ステアリングコミッティ

協賛パッケージ

事後 採録特集について

　次ページの６月掲載予定「日本経済新聞　DX広告特集」内にて、当日の模様を３～４Pに亘って掲載いたします。
　紙面ビューアーリンクから日経デジタルフォーラム公式サイトへ誘導し、当日の模様のＷｅｂコラムを掲載いたします。
▷掲載はイベント開催の1ヶ月後想定です。▷Webコラムは紙面採録と同じ内容となる予定です。　　　　　　　

※左記タイムテーブルやプログラムは

　変更になる場合もございます。予め

　ご了承下さい。　

産官学の有識者からなるステアリングコミッティを設置。会議のテーマや内容について事前の
段階から検討を進め、より質の高い議論ができるような枠組みを用意します。また開催前から
メンバー間でのネットワーク構築が可能です。

◇ステアリングコミッティ ：
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　日本経済新聞社は、1998年から世界情報通信サミットを開催。そして総務省と共催で、2008年からは世

界ICTサミット・カンファレンスとして情報通信の変化を多角的に発信してまいりました。2017年より世界デジ

タルサミット・カンファレンスと名称を変更し、戻ることのないデジタルを活用した変革の動きをそれぞれの分

野の最先端の方々の講演や議論を通じて社会に伝えてまいります。

　世界デジタルフォーラムは、6月に開催される世界デジタルサミットと、7月開催の世界デジタルカンファレ

ンスの２つのフォーラムから成り立っています。世界デジタルサミットは、総務省と共催で海外のデジタル企業

経営者・有識者を招聘、国内トップクラスの企業や将来性溢れるスタートアップ企業などとともに、大局観に立っ

た未来社会、最先端のテクノロジーについて講演や議論をおこない、日本経済新聞、日経産業新聞、日経電子

版などで多角的に報道をしていきます。世界デジタルカンファレンスでは、大局的なサミットの議論を踏まえ、

ビジネスや社会の変革に向けたより具体的な戦略やソリューション、事例を発信します。

企画趣旨

前身の「世界情報通信サミット」から数え、23回目を迎える今回の世界デジタルサミットのテーマは、

「ポスト・ニューノーマル～レジリエントな社会を目指して」です。

　コロナ禍の渦中や収束後の世界を見据えて、社会や企業がいかにレジリエントな組織に生まれ変われるかが

問われています。ここでいうレジリエントとは、コロナのような社会的、経済的な危機を柔軟に受け止め、それを

復元力に変えて、これまで以上の価値や成長を生み出すことを意味します。その実現に向けて必要不可欠なの

が、デジタルを活用した変革です。これまでも情報通信技術（ICT）によって、社会やビジネスを変革する「デジ

タルトランスフォーメーション」の重要性が指摘されていましたが、今ほどその必要に迫られていることはな

かったでしょう。

　今回のサミット／カンファレンスでは、本格的にスタートした5Gをはじめ、IoT・AI・データ活用によって変革

するビジネスや企業のあり方、ライフスタイル、社会の将来像について、企業トップの講演や有識者を交えた

ディスカッションを通じて発信してまいります。

企画概要

2008年  次世代ネット社会の構築
2009年  情報消費社会の未来
2010年  クラウドが支える情報社会
2011年  情報でつなぐ日本再生の絆
2012年  スマート革命が促す新成長戦略
2013年  進化する情報共有社会 ～エクサ時代に向けて
2014年  データサイエンスが拓く未来社会

2015年  インテリジェンスが築く都市・ビジネス・社会
2016年  デジタルトランスフォーメーション～ビジネスが変わる・ものづくりが変わる
2017年　IoTが拓くイノベーションと成長
2018年　シンギュラリティーへの挑戦
2019年　IT革命から「DT革命」へ～データ技術が拓く新時代
2020年　5G and NEXT
2021年　ポスト・ニューノーマル～レジリエントな社会を目指して

いずれも、オンライン視聴＋リアルによるハイブリッドでの開催を予定しておりますが、コロナ感染の状況等によって、
オンライン視聴（無観客）のみの開催に変更する場合もございます。

■これまでの世界ICTサミットのテーマ（共催：総務省※11年、20年は日経単独主催・総務省後援）

◎ 世界デジタルカンファレンス レジリエントな社会の実現に向けて～DXで変わる社会・ビジネス連携企画：
オンラインセミナー7月上旬

ビジネスパーソン 製品・ソリューション DX全般 リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

◎ 世界デジタルサミット ポスト・ニューノーマル～レジリエントな社会を目指して～連携企画：
6月7日・8日配信 オンラインセミナー

ビジネスパーソン 企業メッセージ DX全般 ブランディング
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2021年
6・7月



開催までの流れ

◇日時：2021年６月7日（月）、8日（火）　◇場所：日経ホール （東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル）

◇日時：2021年7月予定 （10:00～17:00予定）

◇場所：日経ホール （東京都千代田区大手町1-3-7　日経ビル）

　世界デジタルサミットのテーマ・内容を受け、レジリエントな社会・企業の実現に向けたDX推進について、具

体的な事例や取り組みを交えながら発信します。協賛社には、同意を得られたリード情報を提供いたします。

-12-

  世界デジタルサミット2021（６月）；主催：日本経済新聞社  総務省(予定)

「ポスト・ニューノーマル～レジリエントな社会を目指して」

  世界デジタルカンファレンス2021（７月）；主催：日本経済新聞社

「レジリエントな社会の実現に向けて～DXで変わる社会・ビジネス」



ご協賛メニュー（基本パッケージ）

※7段、15段広告でカラー掲載をご希望の場合、別途カラー料金がかかります。
24ヵ面カラーエリアの場合：7段（＋4,104,000円）／15段（＋4,470,000円）
※一部エリアはモノクロ掲載となります。　全国カラーの場合：7段（＋4,500,000円）／15段（＋4,900,000円）
※カンファレンスの採録広告特集の掲載に関して、沖縄エリアは掲載されない場合がございます。
※リアル開催を実施した場合、会場でのパンフレット設置が可能です（ご協賛したイベントのみ）。　
上記を基本パッケージにさせていただきますが、詳細は弊社クロスメディアユニット営業部員にお尋ねください。

•プログラムは貴社の要望も取り入れたオリジナルなイベントとします。登録者のリード情報提供が可能です。
•サミット登壇企業や日経の編集委員を交えたセッション等も調整します。

■概要（案）
　「世界デジタルサミット　Online　Night Live　～これからの日本のDXを語ろう」（仮）
　主催：日本経済新聞社　デジタル事業 メディアビジネスユニット
　日時：2021年6月8日（火）18:30～20:00（仮）

■スピンオフイベント実施料金

※上記料金には消費税は含まれておりません。
※出演者、収録会場、撮影方法などにより別途費用がかかる場合があります。
※日経電子版や日経新聞での採録掲載をご希望の場合、別途ご提案申し上げます。
※詳細は、別紙「日経電子版オンラインセミナーのご案内」をご覧ください。
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  ＜オプション＞世界デジタルサミット　スピンオフイベントについて

日経電子版オンラインセミナー「世界デジタルサミット Online Night Live」（仮）



世界デジタルサミット2020
（ライブ配信＋アーカイブ配信）

世界デジタルカンファレンス2020
（ライブ配信＋アーカイブ配信）

ライブ版ではZoomウェビナーの対応も可能。講師の遠隔登壇にも対応いたします。
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  世界デジタルサミット　スピンオフイベントの内容について

ご参考



　本年は、9月にデジタル庁が創設され、アナログ文化で出遅れていた日本において、ＤＸ元年ともいえる1年に

なります。３月に実施したＤＸ広告特集に続き、DXを一層推進していくため、国や社会の在り方、企業経営や人材

育成、データの利活用など、デジタル庁創設３カ月前のタイミングで、幅広いテーマで情報を発信していきます。

　３月のＤＸ広告特集では、ＤＸに関する各種調査や、シンクタンクからの情報を発信していく予定ですが、この６月の

特集では、主に経済界や経済の専門家から、ＤＸに対する取り組みと今後の展望などを発信していく予定です。

企画趣旨＆概要＆内容案

日経デジタルフォーラムは年間を通して、イベント＆紙面で情報を発信

■掲載媒体 ： 日本経済社 朝刊 全国版

■掲 載 日 ： 2021年6月下旬

■紙面体裁 ： 8ページ（全120段/｠24ヵ面カラー）

デジタル立国ジャパンフォーラム

イベント採録
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2021年 いざ拓く日本のDX
～デジタル庁創設まで３ヵ月、デジタル立国を目指す日本～

●
「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）下旬発行

政府・官公庁 製品・ソリューション DX全般 ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年
6月



企画記事・取材候補案について

掲載料金について
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　本年9月１日、日本のＤＸを推進するデジタル庁が発足します。国を挙げ、また民間も巻き込み、DX・デジタル

化を推進し、行政システムの一括調達や医療・教育など公的サービスのデジタル化に取り組んでいきます。

　真のデジタル社会を確立し、デジタルを意識する事もなく、年齢問わず誰もが便利で様々な選択肢を持ち、

多様な幸せを追求できる。そんな世界に誇れる社会を作るため、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル

化」で、日本をより一層飛躍させる新たな組織が、本格稼働します。

　民間においても、withコロナの状況下、多くの企業がデジタル化を進めています。これを「単なるデジタル

化」ではなく、「企業変革まで踏み込むDX戦略」／CXへ進め、SDGｓの観点からも、より社会に貢献できる組

織作りをしていく事が、一層求められています。

　グローバル競争に伍していく一方で、DX化で真に追求されるべき本質は、DXによるWell-Being（幸福）

な、レジリエントな国家・社会作りであり、その結果として国民一人一人が幸せを享受する事にあると考えます。

テクノロジーの発展がウェルビーイングを低下させる本末転倒な事態を回避し、デジタル庁発足を機に、政府

と企業が追求すべきは「そのDX戦略は人を、社会を幸せにするのか」の視点なのではないでしょうか。

　このような点も鑑み、真のデジタル社会確立の為には、国民・利用者に対しても、デジタル活用の意識底上げ

の情報発信・啓蒙が欠かせない、と考えます。

　そこで日本経済新聞社では、デジタル庁発足の９月１日に合わせて、「真のデジタル社会確立に向けて～DX

で、よりWell-Beingでレジリエントな日本を作る～仮題）」を企画立案致しました。

企画趣旨＆概要＆内容案

■記事内容は全て現状の企画案です。今後の依頼予定の候補者であり、決定または受諾いただいたものではありません。
■この構成案を基軸に取材依頼を進行、合計８ページ（120段）での実施を予定しております。
　※企画体裁は変更になる場合があります。※企画コンテンツ（記事体部分）は日経新聞社主催「Data Society Fes」HPに収録予定です。
　　（Data Society Fes　 https://dsfes.nikkei.co.jp/）（この名称とＵＲＬは今後、変更の可能性があります。）
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真のデジタル社会の確立に向けて
～ＤＸで、よりWell-Beingでレジリエントな日本を作る～

●
デジタル庁創設記念「DX広告特集」（日経朝刊：全国版）日本経済社買い切り（※予定）上旬発行

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年
9月



企画記事・取材候補案について

掲載料金について
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　２０２０年１２月、デジタル・ガバメント閣僚会議の下に設置されたデジタル改革関連法案ワーキンググループ

で出された提案を踏まえ、社会全体でデジタル化の進展を意識する定期的な機会として、「デジタルの日」が設

けられる事になりました。デジタル庁（仮称）創設を記念し、「２０２１年 デジタルの日」を、設立予定の９月１日か

ら約１カ月後であり、デジタルを表現する「１（イチ）」と「０（ゼロ）」を組み合わせた１０月１０日・１０月１１日に実

施されます。

　そこで、日本経済新聞社ではデジタル庁創設記念として、この「デジタルの日」に合わせ、創設記念オンライン

セミナーを開催致します。真のデジタル社会確立に向けて、DXで、よりWell-Beingでレジリエントな日本を作

るには、どうすべきか。政官民学の幅広い分野から有識者を招き、情報発信をする場と致します。

　本セミナーにつきましても、登壇枠を設けた協賛を募っております。セミナー開催後は、約１カ月後の１１月１０

日予定で、日本経済新聞朝刊にて、採録広告も掲載予定です。

　本件につきましても、９月のＤＸ広告特集と併せて、何卒ご協賛賜りますよう宜しくお願い申し上げます。　

企画趣旨

日経オンラインセミナーの強み

デジタル庁創設記念オンラインセミナーの概要
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真のデジタル社会の確立に向けて
～よりWell-Beingでレジリエントな日本を作る～

◎
デジタル庁創設記念 オンラインセミナー 日本経済社買い切り（※予定）上旬配信

政府・官公庁 企業メッセージ スマートシティ ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年
10月



デジタル庁創設記念オンラインセミナー・プログラム案

デジタル庁創設記念オンラインセミナー・協賛パッケージ
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２０２１年１１月中旬予定；デジタル庁創設記念オンラインセミナー・事後アウトプット

本オンラインセミナー紙面採録特集（２０２１年１１月中旬予定）内での広告のみご出稿の場合の料金　
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　９月１日のデジタル庁創設記念ＤＸ広告特集と、「デジタルの日」に合わせたオンライセミナーの２つ企画に

つきまして、特別協賛パッケージもご用意致たしました。 

　是非、ご検討賜りますよう宜しくお願い申上げます。 

デジタル庁創設記念９月１日付け紙面企画＆オンライセミナー・特別協賛パッケージ

2021年9月1日 デジタル庁創設
朝刊広告企画

＆
デジタル庁創設記念
オンラインセミナー

特別協賛パッケージのご案内
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2020年、世界は変わった。2021年、データ社会は、企業経営は、どう変わるか――――

　コロナ禍という未曽有の危機を乗り越えた2020年。新たな1年がスタートし、これまで以上にDXの実装や

データドリブン改革への対策が急務となっています。ニューノーマル時代として新しい社会が生み出される中、

今求められているのは、DXが起こす劇的なビジネス・社会変革に向けて、その源泉となる「データ価値」を最大

化させ、企業変革を加速化させること です。

　データの真価を問い、無駄なく社会や企業の成長に還元していくことの重要性は、この1年間で今まで以上

に注目されることとなりました。また、DXは新しいデジタル技術を活用し、ビジネスに新たな価値を加えて競争

力を高めることとも定義できます。日本企業においては労働力人口が年々減少する中、労働生産性をどう上げ

ていくかが重要な課題となっており、特に企業トップからのマインドの変革や、管理部門を始めとした定型業務

の自動化は重要な取り組みであると考えられております。

　Data Society Forum 2021では、DAY1／DAY2の2日間開催を通して、 “データの価値”への本質的

な理解啓発と、DX推進による「ビジネス」「企業」そして「社会」の変革に向けたソリューションを、経営・ビジネ

ス層に向けて様々な視点から発信してまいります。

企画趣旨

オンラインセミナー概要
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Data Society Forum 2021～進化するデータエコノミー社会～◎
オンランセミナー 日本経済社買い切り（※予定）12日・13日配信

ビジネスパーソン 製品・ソリューション AI・ディープラーニング リード獲得 日経デジタルフォーラムHP内採録

2021年
11月



▶主催：日本経済新聞社         　
▶協賛：2日間開催／1日6社協賛限定(全12社)　　　　
▶想定聴講者：　経営者、経営企画部門、情報技術部門、管理部門等の役職者　
▶事前収録日：2021年11月4日(木)＆5日(金)　両日 10:00～16:00予定　　　　　
▶収録会場：日経ホール　(千代田区大手町1-3-7)
▶配信日：2021年11月11(木)：DAY1　／　11月12日(金)：DAY2

ＤＡＹ１　 ＤＡＹ２　

Included. 

プログラム案＆協賛パッケージ　
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DX人材とはどのような人材を指すのか？企業経営におけるDX人材の位置づけとは？――――

　デジタル庁が創設される2021年、政府はデジタル人材の育成を本格的に後押しする施策を矢継ぎ早に打

ち出しています。しかし、そもそもデジタル人材とはどんな人材なのか、企業は何を基準にデジタル人材を採

用すればよいのか、また、何を学べば、社会の期待に応え得るデジタル人材となれるのか、今現在ではまだその

答えが明確ではないように思えます。データの真価を問い、無駄なく社会や企業の成長に還元していくことの

重要さは皆が認めるところですが、それらを実現するための能力については、日本ではいまだその定義が曖昧

です。

　DX人材フォーラム では、政府や学会が考えるDX人材とは、そして企業が求めるDX人材とは、というDX人

材の要件を再定義し、DX人材を目指す方々、また求める方々の指針となるような情報発信を目指します。また

キャリアアップを考えているビジネスパーソン、データサイエンティストを目指す学生と企業のマッチング機能

をつくってまいります。

▶主催：日本経済新聞社         　
▶協賛：DX人材を求める企業・金融機関など　　
▶想定聴講者：経営者、経営企画部門などDX人材活用層、DX人材としての活躍を考えている社会人・学生　
▶収録会場：都内
▶配信日：2021年12月中旬

企画趣旨

DX人材育成、データサイエンティストの活用、
データドリブン経営などをテーマとしたセッションを開催

DX人材、データを活用した自社の経営・ビジネスを訴求いただきます

セッションの合間にトークルームを設け、
キャリアアップを考えている人と企業の人事担当者との接点を創出

※日本ディープラーニング協会（JDLA）協力のもと講演内容を構成してまいります（予定）

※日経HR「日経転職版」と連携（予定）
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～DX人材って何？ DX人材を求める企業、目指す人～●
「ＤＸ人材フォーラム」（日経朝刊：全国版）※全8ページ予定中旬配信

学生・一般 企業メッセージ AI・ディープラーニング ブランディング 日経デジタルフォーラムHP内採録
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2021年
12月

セミナー内容案

オンラインセミナー概要

主催者セッション

協賛企業プレゼンテーション

DX人材と企業のマッチング機能



memo
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〔本企画に関するお問い合わせ〕

日本経済新聞社
広告コミュニケーションユニット
プロデュース部 第1グループ

〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7
TEL：03－6256－7514
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