TM

新しいデジタル・トランスフォーメーション時代に向けて
～4大メガトレンドからDX人材育成をどうすれば良いか？～

B
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【2021年度】
DX年間研修カリキュラム×18講座のご案内
キャリアビーム・コンサルティング合同会社
2021年05月
商願登録2020-120178

※DX年間研修カリキュラム×16講座のご案内／約1,000 Pages
本セッションについて、さらにご興味があるお客様向けに「DX年間研修カリキュラム×16講座」をご案内させていただきます。
お客様ニーズに合わせて、カスタマイズした特別メニューとしてご提供が可能です。(別途、個別お見積り)

DX入門編

DX中級編

DX応用編

(基本のき)

(実践的知識)

(戦略的知識)

①DX市場動向(最新)

100P

②DX人材育成講座
(Mind-Set/Skill-Set)

60P

⑥Edge/AI Computing

120P

⑦5G/Wi-Fi6基礎講座

120P

③DX導入事例

38P

⑧Hybrid-Cloud講座

④Digital Marketing

60P

⑨無人航空機(ドローン)講座

⑤ワークショップ基礎研修
所要時間：各60～120分

10P

⑩ワークショップ中級研修
所要時間：各60～120分

87P

100P

80P

⑪ビジネスモデル研修

130P

業種別20のシナリオ／小売業、製造業、物
流業、医療、文教など業種別課題洗い出し、
DXビジネスモデル策定

⑫ワークショップ応用研修
・X-Tech思考力強化
・アート・シンキング(0→1)
・デザイン・シンキング(1→10)
・各分野×Techのアイデア出し
・チーム発表／プレゼン／称賛

100P

⑬～⑱特別セミナー/ジョイントセッション
・医療業界向けソリューションセミナー
・攻めの DX マネジャー開発「 DxGROW 」
・AI/IoTを活用した事例のご紹介

所要時間：各120分～180分

CareerBeamConsultingのDX人材育成研修”で企業のDX加速を実現！
© 2021 CareerBeamConsulting. All Rights Reserved.
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DX年間研修カリキュラム(初級編)
No

セミナーテーマ

所要
時間

形式

概要

講師

Withコロナ時代、ニューノーマル時代におけるデジタルトランスフォーメー

講座1

スマートノーマル時代における
オンライン形式 ション(DX)が加速している中で、Disruptive Technology(AI、クラウ
最新DX市場動向について
(WebEX/Team ド、IoT、仮想化、エッジコンピューティング、5G、ドローン)の最新のDX市
120分 s等)または集合研
場動向を学び、今後のDX時代において、どのようなスキルセットが必要
(2020年～2030年に起こるDisruptive
修いずれでもOK
か？どのようにしたらビジネスチャンス、新ビジネス創造の機会を獲得でき
Innovation／創造的破壊技術による情報革命)
るか？学習できるセミナーとなります。

講座2

講座３

【営業強化研修】
DX時代の勝てる営業手法
120分
～4大メガトレンドからDX人材育成をどうすれば良
いか？～

DX導入事例のご紹介
(成功事例／失敗事例)

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

◆座学（所要時間：90分）
DX時代に必要なDXマインドセットは何か？DXスキル・セットマップ、
オンライン形式 Hunter/Farmer/Fisher理論を中心に、今後の新たなビジネスモデルや販売施策立
(WebEX/Team 案に活用できる思考力を習得ができるDX時代に勝つための強化研修
第１章DX時代に必要な人材育成／DXスキルセット)
s等)または集合研 第２章ダイバーシティ組織の必要性(組織論)
修いずれでもOK 第３章 DX人材育成モデル(Hunter/Farmer/Fisher理論)
第４章マインドセットトレーニング（精神論）
◆質疑応答（所要時間：30分）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

■DX導入事例を紹介します。成功事例×8事例／失敗事例×3事例
を図解化して解説します。どのようなビジネスモデルであれば成功するか？
具体的な事例を通して学ぶ。
オンライン形式
＜成功事例＞
(WebEX/Team
120分 s等)または集合研 事例①スマート店舗 ／AI手洗い出退勤
事例②スマート製造業／工場の可視化
修いずれでもOK
事例③スマート物流業／音声ピッキング
事例④スマートDrone／AI映像分析

商願登録2020-120178
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DX年間研修カリキュラム(初級編)
No

セミナーテーマ

【DX営業強化講座】
DX時代の勝てる営業手法
講座４
～Digital Marketing編～

講座5

ワークショップ初級研修
Sales Methodology for Winner !

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

所要
時間

120分

形式

概要

◆座学（所要時間：90分）
オンライン形式 DX時代に必要なDXマインドセットは何か？DXスキル・セットマップ、
(WebEX/Te Hunter/Farmer/Fisher理論を中心に、今後の新たなビジネスモデルや販売
施策立案に活用できる思考力を習得ができるDX時代に勝つための強化研修
ams等)また 第５章 Digital Marketing（方法論）
は集合研修い 第６章私のよくやっている発想法／20のシナリオ(Biz Model)
ずれでもOK
イノベーションのご紹介(DX事例／動画コンテンツ)
◆質疑応答（所要時間：30分）

オンライン形式
(WebEX/Te
120分 ams等)また
は集合研修い
ずれでもOK

講師
レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

下記テーマに沿って各テーブル毎にディスカッションを行います。
■グループディスカッション
レノボエンタープライズ
ターゲット：小売業／製造業／物流業／医療/…etc)
ソリューションズ合同会社
■ ワークショップの進め方
ソリューションアライアンス本部
各テーブル(5名／チーム×3テーブル)でディスカッションを実施して
担当部長／
ください。（30分）
ビジネス開発マネージャー
各テーブルの社員が、議論をリード、メモを取ります。
内田修
最後に各テーブルの発表を行います。（各チーム5分×3＝15分、
チームリーダーの社員が発表）

商願登録2020-120178
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DX年間研修カリキュラム(中級編)
No

セミナーテーマ

講座6 エッジコンピューティング講座

Wi-Fi6と5Gの共存の時代に向けた
無線ネットワーク基本講座
講座7
～DX時代に必要な無線ネットワーク基本知識を優しく
教えます！～

講座8 ハイブリッドクラウド基礎講座

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

所要
時間

形式

概要

講師

120分

◆座学（所要時間：90分）
第１章 今後のIoT市場動向について
第２章 エッジPC製品
第３章 エッジサーバ－製品
オンライン形式 第４章 業種別／20のシナリオ
(WebEX/Te 第５章 Intelligent Transformation
ams等)また 第６章 イノベーションのご紹介(新製品予告含む)
は集合研修い ◆質疑応答（所要時間：30分）
ずれでもOK ＜概要＞
本格的なAI・IoT時代を迎え、加速度的に増加する情報をより効率的に処理
し、より効果的に活用して新たな価値を生み出していくに、新たなエッジコン
ピューティングソリューションが求められます。本セッションでは、前半で革新的で強
力なエッジコンピューティングソリューションをご紹介します。

半日
コース

DX時代に必要な法人市場向け無線ネットワークとは何か？DX時代に最適な
企業向け無線ネットワーク基本知識を学ぶ研修です。
◆座学（所要時間：各30分×6章）
オンライン形式 第1章 無線ネットワーク市場動向
(WebEX/Te 第2章 無線LAN規格IEEEの進化(11bag～11ax)
ams等)また 第3章 Wi-Fi周波数帯2.4GHz/5GHz/4.9GHz
は集合研修い 第4章 IoT専用無線周波数920MHz帯
ずれでもOK 第5章 Wi-Fiと5Gの使い分け(4G/5Gオフロード)
第5章 映像圧縮技術(4K/8K=>H.264～H.265)
第6章 導入事例
◆質疑応答（所要時間：30分）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

120分

◆座学（所要時間：60分)
＜概要＞
オンライン形式 今後のハイブリッドクラウド/マルチクラウド時代における市場動向、日本のお客様
(WebEX/Te へ高信頼性、高品質な仮想インフラとは何か？Nutanix、VMware、
ams等)また Microsoft社のHCI～AWS、Azure、IBM Cloudなどとのシームレスなハイブ
は集合研修い リッドクラウド環境について解説します。本セミナーでは、今後のDX時代に必要
ずれでもOK なITインフラ次世代仮想化基盤HCI市場動向、ハイブリッドクラウドの特長、そ
れぞれの特長、比較、導入事例をご紹介いたします。
◆質疑応答（所要時間：30分）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

商願登録2020-120178

5

DX年間研修カリキュラム(中級編)
No

講座9

セミナーテーマ

Nutanix必勝講座
(NCSR Level-1試験)

所要
時間

120分

無人航空機(ドローン)入門講座
半日
講座10 ～DX時代に必要な「無人航空従事者試験3級」資格
コース
取得に向けて～

講座11

ワークショップ中級研修
Sales Methodology for Winner !

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

形式

概要

講師

仮想化ベンダー業界No.1のNutanix社認定試験／NCSR Level-1(Nutanix
Certified Sales Representative Level-1)
オンライン形式 合格に向けた模擬試験×3つのポイント解説をします。
(WebEX/Te ◆座学（所要時間：90分）
ams等)また 最新の模擬試験問題×120問を解説をしながらリアルタイムで解いていきます。
は集合研修い 模擬試験その１(40問)
ずれでもOK 模擬試験その２(40問)
模擬試験その３(40問)
◆質疑応答（所要時間：30分）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

DX時代に必要なドローン基本知識、技術、法律知識、ドローンによる4K映像カメラ
のAI分析ソリューションに至るまでドローンの初めの一歩が学習可能です。「無人航空
従事者試験3級」資格取得を目指す方、必勝ノウハウを伝授します。
◆座学（所要時間：60分）
オンライン形式 第1章 無人航空機(ドローン)の基礎知識
(WebEX/Te
(機体本体、構造、送信機、バッテリー、ブレード)
ams等)また 第2章 基礎力学(航空力学、速度、加速度)
は集合研修い 第3章 飛行準備／フライトプラン策定
第4章 法規(航空法)
ずれでもOK
第5章 法規(電波法)
第6章 法規(小型無人機等飛行禁止法)
第7章 ドローンによる4K映像カメラのAI分析ソリューション
◆質疑応答（所要時間：30分）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

オンライン形式
(WebEX/Te
120分 ams等)また
は集合研修い
ずれでもOK

下記テーマに沿って各テーブル毎にディスカッションを行います。
■グループディスカッション
ターゲット：小売業／製造業／物流業／医療/…etc)
■ ワークショップの進め方
各テーブル(5名／チーム×3テーブル)でディスカッションを実施してくだ
さい。（30分）
各テーブルの社員が、議論をリード、メモを取ります。
最後に各テーブルの発表を行います。（各チーム5分×3＝15分、
チームリーダーの社員が発表）

レノボエンタープライズ
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／
ビジネス開発マネージャー
内田修

商願登録2020-120178
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DX年間研修カリキュラム(上級編)
No

セミナーテーマ

【特別セミナー】
講座12 DX時代におけるビジネスモデル思考力強化研修
～Amazonのビジネスモデルを事例を交えて学ぶ～

講座13

ワークショップ上級研修
Sales Methodology for Winner !

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

所要
時間

形式

概要

講師

Fortune G100社のトップ3に入るAmazon Japanマネージャーによる実践的な
発想法、ビジネスモデル思考力を事例を交えて学ぶ研修
オンライン形式 ◆座学（所要時間：90分）
(WebEX/Tea －アイデアを出すためのインプット、アウトプットの方法
－アイデアからビジネスを発想する方法と事例
ms等)または集 －DX時代の発想方法
合研修いずれで ＜目的＞
もOK
今後の実務の成果最大化に加え、新たなビジネスモデルや販売施策立案に活用
できる思考力を習得させることを目的とする
◆質疑応答（所要時間：30分）

アマゾンジャパン合同会社
デバイスソフトウェア&サービス(DS2)
フィールド技術部 部長
博士(総合情報学)
的場 晃久

下記テーマに沿って各テーブル毎にディスカッションを行います。
■グループディスカッション
オンライン形式 ターゲット：小売業／製造業／物流業／医療/…etc)
(WebEX/Tea ■ ワークショップの進め方
120分 ms等)または集 各テーブル(5名／チーム×3テーブル)でディスカッションを実施してく
合研修いずれで ださい。（30分）
もOK
各テーブルの社員が、議論をリード、メモを取ります。
最後に各テーブルの発表を行います。（各チーム5分×3＝15分、
チームリーダーの社員が発表）

アマゾンジャパン合同会社
デバイスソフトウェア&サービス(DS2)
フィールド技術部 部長
博士(総合情報学)
的場 晃久

120分

商願登録2020-120178
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DX年間研修カリキュラム(特別セミナー)
No

セミナーテーマ

所要
時間

形式

概要

講師

【特別セミナー／ジョイントセッション】
医療業界向けソリューションセミナー
講座14
120分
(バークリーコンサルティング社による最新メディカル／
ヘルスケア向けソリューションのご紹介)

◆座学（所要時間：90分）
第1章 医療系ソリューション(情報連携／病院間連携／地域医療連携)
第2章 IoTの活用ソリューションのご紹介(生体センサー、RFID患者管理)
オンライン形式 第3章 AI活用ソリューションのご紹介(ナレッジ管理、診断支援／画像差異分析）
株式会社
(WebEX/Te ◆質疑応答（所要時間：30分）
バークリーコンサルティング
ams等)また ＜概要＞
ディレクター
は集合研修い 医療機関に於いては電子カルテやレセプトシステム等、個別システムの導入は進んで
ずれでもOK いるものの院内及び複数拠点にまたがるシステム上にあるデータを患者サービスへの適 越前屋稔
用や有益な経営戦略・事業競争力強化情報として活用できていない状況があります。
そういった現状を踏まえ、ICT（H/W、S/W、NW）に新技術（AI、IoT）を加え
た情報活用基盤を実現する最新メディカルソリューションサービスをご提供致します。

【特別セミナー／ジョイントセッション】
講座15 With コロナ時代の人材育成生成感情による
120分
攻めの DX マネジャー開発「 DxGROW 」体験講座

◆座学（所要時間：半日コース）
第１章 DX時代に必要な人材育成／DXスキルセット)
第２章 ダイバーシティ組織の必要性(組織論)
第3章 GROW360のご紹介
オンライン形式 人材の特性や能力を、「気質×コンピテンシー×スキル」の3つの観点で正確に可視化
(WebEX/Te することができる評価ツール「GROW360 」についてご紹介します。
ams等)また ＜GROW360のサービス特徴＞
は集合研修い ■人材の気質・行動特性の両面で、精緻なデータ取得が可能
ずれでもOK ■社内比較からBIG データ比較まで、さまざまな分析が可能
■人材開発・組織開発におけるデータ活用をご支援
第4章 意識を変える！DX マネジャー開発プログラム「 DxGROW 」
GROWのバイアス測定手法を活用し、DX推進への潜在意識を見える化し課題を特
定、また意識を変えていくための基礎講座をご提供する「DxGROW」をご紹介します。

【特別セミナー／ジョイントセッション】
AI/IoTを活用した事例のご紹介
オンライン形式
最新事例から-現場でのリアルなAIデータ活用を学ぶ
(WebEX/Te
講座16 -(INPUT)
120分 ams等)また
は集合研修い
ケーススタディに基づいたワークショップ(OUTPUT)
ずれでもOK
-実事例を検討してみよう-

© 2021 Lenovo Japan Incorporated. All Rights Reserved.

実際に顧客の課題を解決した事例を紹介。
・どのような手法を用いて実現したか
・工夫、苦労した点、いかにデータが重要か…などを最新事例から学びます。
（自然言語解析／画像解析／音声解析 など）
実際の課題に沿って各テーブル毎にディスカッションを行います。
・グループディスカッション
・グループごとの発表
・講師からのコメント、アドバイス

Institution for a
Global Society(株)
HR事業部

NSD先端技術研究所

商願登録2020-120178
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データサイエンティスト育成／研修カリキュラム
DXグローバル時代を勝ち抜くリーダーシップ力／交渉力強化
No

セミナーテーマ

【グローバルコミュニケーションの神様、いざ降臨！】
講座17 グローバルDX時代におけるリーダーシップ力／交渉力強化(INPUT)

講座18

【グローバルコミュニケーションの神様、いざ降臨！】
ケーススタディに基づいたワークショップ(OUTPUT)

所要
時間

形式

オンライン形式

60分 (WebEX/Teams等)また
は集合研修いずれでもOK

オンライン形式

90分 (WebEX/Teams等)また
は集合研修いずれでもOK

概要

講師

Withコロナ時代、ソーシャルメディアを始め、グローバルレベルのデジタ
ルトランスフォーメーション(DX)により、個人や組織のコミュニケーション
活性化がますます求められるようになりました。実際今、世界で語るグ トライリンガル同時通訳者
ローバルコミュニケーション力とは何か？本セッションでは、海外ベンダー グローバルコミュニケーションコーチ
やステークホルダーと、どのようにしたら効果的なコミュニケーションができ
るか？今更挫折しない英語スキル・コミュニケーション力を身につける方
法、AI言語ツールなどを活用した即効メソッドをご紹介します。

グローバル業務の流れを想定した、実践的なビジネス・コミュニケーショ
トライリンガル同時通訳者
ンシーン（メール・ファシリテーション・プレゼン・ネゴシエーション）を全員
グローバルコミュニケーションコーチ
参加型にて実施します。
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DX年間研修カリキュラム(ご提供価格／概算)
レベル

初級編

中級編

No

セミナーテーマ

所要時間

形式

備考

講座１

スマートノーマル時代における最新DX市場動向について

120分

オンライン

講座2

DX時代の勝てる営業手法～4大メガトレンドからDX人材育成～

120分

オンライン

講座３

DX導入事例のご紹介 (成功事例／失敗事例)

120分

オンライン

講座4

DX時代の勝てる営業手法～Digital Markting編～

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座5

ワークショップ初級研修／Sales Methodology for Winner !

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座6

エッジコンピューティング講座

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座7

無線ネットワーク基本講座／5GとWi-Fi6の融合の時代に向けて

半日コース

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座8

ハイブリッドクラウド基礎講座

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座9

Nutanix必勝講座(NCSR Level-1試験)

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

半日コース

オンライン

補足事項※1～4の通り

補足事項※1～4の通り

講座10

無人航空機(ドローン)入門講座
～DX時代に必要な「無人航空従事者試験3級」資格取得に向けて～

講座11

ワークショップ中級研修／Sales Methodology for Winner !

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座12

DX時代におけるビジネスモデル思考力強化研修
～Amazonのビジネスモデルを事例を交えて学ぶ～

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座13

ワークショップ上級研修／Sales Methodology for Winner !

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座14

医療業界向けソリューションセミナー(バークリーコンサルティング社による最新メディカル／ヘルスケア向けソ
リューションのご紹介)

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

特別編

講座15

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

(ジョイント
セッション)

With コロナ時代の人材育成生成感情による
攻めの DX マネジャー開発「 DxGROW 」体験講座

講座16

AI/IoTを活用した事例のご紹介／最新事例から-現場でのリアルなAIデータ活用を学ぶ

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座17

グローバルDX時代におけるリーダーシップ力／交渉力強化(INPUT)

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

講座18

ケーススタディに基づいたワークショップ(OUTPUT)

120分

オンライン

補足事項※1～4の通り

上級編

※1：テキストは、独自開発した勝てる営業手法オリジナルテキスト(Hunter/Farmer/Fisher理論に基づく、実践的かつ戦略的な営業手法、ノウハウを含む)
※2：上記の金額には、講師の登壇費用、テキスト代、交通費、宿泊代を含みます。
※3：交通費／宿泊費は、原則、東京～名古屋～大阪（東名阪）エリアは各価格に含みます。(その他のエリア向けは実費で追加費用がかかります)
※4：各講座のテーマの内容、および、ワークショップ形式(全員参加型)の内容は、各企業様毎のご要望に応じて、アレンジ可能です。

©2021 Careerbeam Consulting All rights reserved.

【注意事項】
※上記の金額はあくまでも概算金額となります。
※ご要望に応じて時間や内容、金額はカスタマイズ可能です。
商願登録2020-120178
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講師のご紹介
レノボエンタープライズソリューションズ合同会社
ソリューションズ合同会社
ソリューションアライアンス本部
担当部長／ビジネス開発マネージャー
内田 修(うちだ おさむ)
＜専門分野＞
デジタル・トランスフォーメーション市場動向全般
Disruptive Technology(ＡＩ、クラウド、IoT、仮想化、
エッジコンピューティング、５Ｇ、ドローン、等)
＜略歴＞
国内留学制度により大学卒業後、NTT本社／法人営業本部金融SE部にてメ
ガバンク基幹系NW設計構築、PMを担当。1999年〜NTTコミュニケーション
ズへ移籍後、証券会社の基幹系、情報系NW構築。2003年〜衛星通信会社
にて約5年間企業向けディザスターリカバリーPJを経て、2013年より大手
外資系ベンダーにてIoT戦略プロジェクトにてグローバルレベルの実績を
残す。（大手小売業、大手物流業、大手製造業グローバル展開プロジェ
クト、大手コンビニ全国展開など）現在、外資系IT企業にて仮想化サー
バー、ハイブリッドクラウド、エッジコンピューティング時代に向けた
AI／IoTソリューションによるDXビジネス創出プロジェクト推進中。年間
30回以上の特別講師をこなすDX時代のインフルエンサー。

＜担当セッション＞
最新ＤＸ市場動向について
ＤＸ人材育成コンサルティング
ＤＸ時代における勝てる営業手法
無線ネットワーク基本講座
無人航空機(ドローン)入門講座
エッジコンピューティング講座
ハイブリッドクラウド基礎講座
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講師のご紹介
アマゾンジャパン合同会社
デバイスソフトウェア&サービス(DS2)
フィールド技術部 部長
博士(総合情報学)
的場 晃久(まとば あきひさ)
＜専門分野＞
ビジネスモデル思考力
＜担当セッション＞
ＤＸ時代におけるビジネスモデル思考力強化研修
～Amazonのビジネスモデルを事例を交えて学ぶ～
＜略歴＞
大学院卒業後、1986年～1996年の10年間、日本アイ・ビー・
エムにて日本市場のコンピューター業界の第一線でシステム
エンジニア／プロダクトマネーシャーとして活躍され、その
後、TELXON、Colubris Networksのカントリーマネージャを歴
任、Lucent､ヒューレットパッカード(HP)､MotorolaSolutions
にてグローバルレベルのプロジェクト実績を残す。2014年～
Amazon Japanにて製品開発部門のマネージャーとしてKinde、
Echoなど新製品開発業務や社内ビジネスモデル審査員などを
担当しており、第一線で活躍するビジネスモデルのクリエー
ター。博士（総合情報学）。

＜セッション概要＞
Fortune G100社のトップ3に入るAmazon Japanマネージャーによる実践
的な発想法、ビジネスモデル思考力を事例を交えて学ぶ研修
◆座学（所要時間：90分）
－アイデアを出すためのインプット、アウトプットの方法
－アイデアからビジネスを発想する方法と事例
－DX時代の発想方法
＜目的＞
今後の実務の成果最大化に加え、新たなビジネスモデルや販売施策立
案に活用できる思考力を習得させることを目的とする
◆質疑応答（所要時間：30分）
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講師のご紹介
会社名：日本ハネウェル株式会社
役職 ：マーケティング ディレクター
名前 ：石塚裕昭 (いしづかひろあき)
＜専門分野＞
IoT, AI等の先端技術を取込む物流市場

＜略歴＞
日系のメーカーに入社後、1990年代から2000年代のイン
ターネットバブル期にシリコンバレーに駐在。米国でベ
ンチャー企業を買収し、2001年に業界初ドキュメント保
存・共有のクラウドサービスを米国で世界に向けて立ち
上げる。2009年に帰国後、マーケットデータサービス企
業で新サービスの立上げ、ドイツのソフトウエア企業の
日本代表等を経て、2015年に日本ハネウエルに入社。
マーケティング代表として業務拡大を推進。
13

TM

B
CareerBeamConsulting

