
with Digital Days
越後にいがた

https://www.dis-world.com/niigata/online/

ダイワボウ情報システムが総力を挙げてお届けするICTの総合イベント

デジタル変革で狙う、
まち、ひと、しごと、

再活性。

オンラインイベントのご案内

2022.11/16 [wed]・17 [thu]
10:00～18:00

DISわぁるど in 越後にいがた with Digital Days

後援 ： 新潟市、燕市、新発田市、一般社団法人 新潟県商工会議所連合会、新潟県IT産業ネットワーク21、新潟市ソフトウェア産業協議会

来場
無料



オンラインセミナー

Day 1　11/16［wed］

10:30
↓

11:30

13:00
↓

14:20

15:00
↓

16:20

K-1特別講演

S-1特別セッション

S-2特別セッション

“変革の時代に求められる大義とは？” この時代に大切な組織づくりとリーダーシップ

新たなビジネスの創造へ！ 地域のIT企業がデジタルで繋ぐ「まち、ひと、しごと」

中小企業が2023年に始めるべき「デジタル変革」
～Microsoft、Adobe、マネーフォワード、DISが語り尽くす！～

新型コロナをはじめ環境が急激に変化する今、地域や企業には成長へ向けた変革が迫られていますが、これまで陣頭指揮
をとってこられたリーダーの方々でさえ何が正解か分からない、と実感される事も多くなってきているのではないでしょうか。
そのような時代においては、変化に対応できる強いチーム・組織を作っていくことが重要となってきます。本講演では、元ラグ
ビー日本代表キャプテンを務めた廣瀬俊朗氏が、どのようにして強いチームを作ったのか、リーダーとして何を大切にしてき
たのか等、ラグビーとビジネスにおける共通点にも触れながら経験談を交えてご講演いただきます。

本格的なデジタル時代を迎え、多くの企業は組織改革、新規ビジネスなどの創造へ
チャレンジしています。本セッションでは、スノーピーク社（アウトドアメーカー）の組
織改革や新規ビジネス創造を経営目線から支援するITシステム会社 スノーピークビ
ジネスソリューションズ社のDX推進事例をご紹介いたします。また、社会課題や地域
課題解決をデジタル活用による新規ビジネスとして展開しているシステムフォレスト
社の取組み事例は参加者の皆さまの参考になると思います。ぜひご期待ください！

廣瀬 俊朗 氏
株式会社HiRAKU 代表取締役
元ラグビー日本代表 キャプテン

MC ： 田中 大貴 氏
元フジテレビアナウンサー

岩松 健史 氏
アドビ株式会社

鈴木 哉 氏
日本マイクロソフト株式会社

栗本 賢人 氏
株式会社マネーフォワード

塚本 小都 氏
ダイワボウ情報システム株式会社

坂田 真也 氏

富山 孝治 氏

株式会社スノーピーク ビジネスソリューションズ
DX戦略本部 執行役員 DX戦略本部 本部長

株式会社システムフォレスト 代表取締役

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション
推進協会　代表理事森戸 裕一氏

12:00
↓

12:25

B-1ブレイクアウトセッション

サーバ管理から解放！
小規模環境のクラウド化に最適な「DX仮想クラウド基盤」
ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社

12:30
↓

12:55

B-3ブレイクアウトセッション

はじめてのクラウドとAWS
販売店様におけるクラウド活用方法
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

16:30
↓

16:55

B-7ブレイクアウトセッション

改正宅建業法に対応！
すぐに実践できる電子契約活用セミナー
アドビ株式会社＆k&iソリューションズ株式会社

17:00
↓

17:25

B-9ブレイクアウトセッション

バックオフィスのクラウド化で加速させる
中小企業のデジタル変革
株式会社マネーフォワード

17:30
↓

17:55

B-11ブレイクアウトセッション

導入数1000社以上！ 
本格ワークフロー「コラボフロー」のご紹介！
株式会社コラボスタイル

14:30
↓

14:55

B-5ブレイクアウトセッション

「電帳法とインボイス制度」に対応したデジタル化のすすめ
ピー・シー・エー株式会社

B-2ブレイクアウトセッション

製造業DXを行う際に忘れてはいけないOTセキュリティ
トレンドマイクロ株式会社

B-4ブレイクアウトセッション

攻撃者から見える穴とは？
今、求められる外部公開システム管理
サイファーマ株式会社

B-8ブレイクアウトセッション

Versa SASE セキュリティデモ - ZTNA & SWG
Versa Networks, Inc.

B-10ブレイクアウトセッション

チェックポイントソリューションとTHREATCLOUD概要
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

B-12ブレイクアウトセッション

デジタル変革を守るArmis！ OTとIoTを守り抜こう！
Armis

B-6ブレイクアウトセッション

Cisco SASEによる快適さとセキュリティの両立
シスコシステムズ合同会社

新型コロナ対策としてのデジタル化、テレワークは浸透してきましたが、企業環境全体のデジタル
化、DXへの掘り下げはまだまだではないでしょうか？  コミュニケーション、企業インフラのデジタル
化、電子契約から電子帳簿保存法やインボイス制度対応まで、中小企業に求められるデジタル変革
を日本マイクロソフト、アドビ、マネーフォワードの各社をお招きして語り尽くします。また、その導
入方法となる「サブスク型モデル」の肝も押さえ、明日から取り組める実践情報をお届けします。

各業界のオピニオンリーダー・トップランカーといった
スペシャルスピーカーの方々にご登壇頂き、30セッションをお送りいたします。

各セッションの詳細や参加申し込みは、DISわぁるど公式サイトでご確認ください ▶︎ https://www.dis-world.com/niigata/online/

サイバーセキュリティ 製造業

サイバーセキュリティ 情報システム・SE

ITインフラ・クラウド 営業・マーケティング 情報システム・SE

ITインフラ・クラウド 営業・マーケティング 情報システム・SE

業務デジタル化 バックオフィス

業務デジタル化 情報システム・SE バックオフィス

業務デジタル化 営業・マーケティング バックオフィス

業務デジタル化 情報システム・SE バックオフィス

サイバーセキュリティ 営業・マーケティング 情報システム・SE

サイバーセキュリティ 営業・マーケティング 情報システム・SE

サイバーセキュリティ 情報システム・SE 公共・自治体

サイバーセキュリティ 製造業 公共・自治体



Day 2　11/17［thu］

地域でデジタル変革を起こすために求められる「意識変革」や「人材・組織変革」の重要性についてお伝えする特別講演をはじめ、イベントテーマである「デジタル変革による
地域社会の再活性」について討論する特別セッション、そして、デジタル実装に向けたソリューション・サービスをご紹介するブレイクアウトセッションと3つのプログラムをご用
意しております。皆さまのビジネスに役立つ情報・ノウハウをご紹介する濃密な2日間です。

10:30
↓

11:30

13:00
↓

14:20

15:00
↓

16:20

K-2特別講演

中小企業がデジタル化に取り組む本質と今後の政策について
中小企業の抱える経営課題やコロナ禍における事業環境変化等に対応するに当たって、デジタル化は解決手段の一つに
なり得ます。また、中小企業のデジタル化を推進するためにはIT事業者との連携が不可欠であると中小企業庁では考え
ています。
これらを踏まえながら、中小企業のデジタル化について、現状や支援策の他、今後の政策の方向性やビジョンについてご
説明いたします。

村山 香 氏
経済産業省 中小企業庁
経営支援部 経営支援課 課長補佐

K-3特別講演

ストレージインフラの簡素化とコスト削減を同時に実現！ グローバルリーダーが描くストレージソリューション
社命である“THINK RESULTS”のもと開発された効率的なストレージエンジンにより、エンタープライズデータサービスのあり方を進化させ
る革新的なストレージソリューションをリードするStorONEのCEO兼共同創設者 Gal Naor氏が来日。ストレージ分野のイノベーターである 
Naor 氏 は、ストレージインフラを簡素化し、コストを削減することを使命として同社を設立しました。講演では、ワークロードごとに無秩序
に広がったストレージシステムを真に統合し、コストのかかる移行をせずに最新のハードウェアイノベーションから最大の価値と能力を引き出
し、最もコスト効率の良い手段でストレージ問題を解決する、将来型アーキテクチャーのStorONEストレージソリューションについて説明い
たします。あわせて、最新の市場トレンドをグローバルの目線から語っていただきます。　※本講演は日本語・英語の同時通訳セッションです。

Gal Naor（ギャル・ネオール） 氏
StorONE Inc.
CEO 兼 共同創設者

12:00
↓

12:25

B-13ブレイクアウトセッション

これぞDXの鍵！  kintoneによるアジャイルな業務改善事
サイボウズ株式会社

12:30
↓

12:55

B-15ブレイクアウトセッション

クラウド活用で気軽に始めるDX
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社＆rakumo株式会社

16:30
↓

16:55

B-19ブレイクアウトセッション

行政DXを進めるためのセキュリティ対策
及び活用事例をご紹介
日本マイクロソフト株式会社

17:00
↓

17:25

B-21ブレイクアウトセッション

今から始めるペーパーレス ～電帳法、インボイス制度対応！ ～
株式会社インフォマート

17:30
↓

17:55

B-23ブレイクアウトセッション

DISでも実践！  RPAによる電子取引自動化（電帳法対応）
ユーザックシステム株式会社

14:30
↓

14:55

B-17ブレイクアウトセッション

47都道府県で広がるLINE WORKS ～DXの第一歩～
ワークスモバイルジャパン株式会社

B-14ブレイクアウトセッション

VMware Carbon Black の脅威ハンティング手法
ヴイエムウェア株式会社

B-16ブレイクアウトセッション

ランサムウェア対策の決定版が日本初上陸！ 
「ゼロトラスト・セグメンテーション」とは？
イルミオ ジャパン合同会社

B-20ブレイクアウトセッション

Nutanix勝利の法則 ～野良NAS撲滅編～
Nutanix Japan合同会社

B-22ブレイクアウトセッション

ストレージ運用を劇的に軽くする
Wasabi HOT ハイブリッドクラウド
Wasabi Technologies Japan合同会社

B-24ブレイクアウトセッション

情シスの業務を革新、Freshserviceのご紹介
ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社

B-18ブレイクアウトセッション

デジタル変革をサポートするマイクロソフトクラウド
日本マイクロソフト株式会社

S-3特別セッション

アフターコロナにおける地域DX戦略 
～ ローカルテレワークとスマート行政の2軸で考える地方発展 ～
コロナ禍はあらゆる産業に影響を及ぼし地方経済に大きな打撃を与えました。その一方で、テレワークをはじ
めとする新しい働き方や地方回帰の動きも広がり、デジタルテクノロジーを活かした地域課題解決の可能性を
示す機会にもなりました。デジタル活用の意義と可能性について社会全体が認識を新たにしたこれからの地
方のDXはどのように展開していくのか？！ 待ち受けるアフターコロナの世界において、地域のプレイヤーがとる
べきDXの進め方について、各界の第一線で活躍する識者が具体的な事例や知見をもとに紐解きます。

鈴木 力 氏
新潟県燕市
市長

庄司 昌彦 氏
武蔵大学
社会学部 教授

渋谷 修太 氏
フラー株式会社
代表取締役会長

角 勝 氏
株式会社フィラメント
代表取締役

各セッションの詳細や参加申し込みは、DISわぁるど公式サイトでご確認ください ▶︎ https://www.dis-world.com/niigata/online/

サイバーセキュリティ 情報システム・SE 製造業業務デジタル化 営業・マーケティング バックオフィス

業務デジタル化 情報システム・SE バックオフィス

業務デジタル化 営業・マーケティング 公共・自治体

業務デジタル化 情報システム・SE バックオフィス ITインフラ・クラウド サイバーセキュリティ 情報システム・SE 製造業

業務デジタル化 情報システム・SE バックオフィス

ITインフラ・クラウド 情報システム・SE バックオフィス

ITインフラ・クラウド 営業・マーケティング 公共・自治体

サイバーセキュリティ 情報システム・SE バックオフィス



オンライン会場へのご来場には「来場事前登録」が必要です。
登録フォームで「オンライン会場」をお選びください。

オンライン会場では、下記のコンテンツをご視聴いただけます。

ごあいさつ

来場事前登録をいただくと、オンライン会場へのログインページURLなどをご案内します。

https://www.dis-world.com/niigata/online/

事前来場登録・セミナー詳細は公式Webサイトをご確認ください

DISわぁるどは、ダイワボウ情報システムが総力を挙げてお届けするICTの総合イベントです。
今回は 「デジタル変革で狙う、まち、ひと、しごと再活性。」 をテーマに、オンライン上で講演やセミナーを
通じて地域にフィットしたITプロダクトやソリューションをご紹介し、ITテクノロジーを通じて地方創生、地域
貢献を促進します。
全国各地からオンラインで参加いただくことで、開催地域と同様の課題に悩む他地域をつないで地域同士
の相互連携を生み出し、開催地域を中心とした共感の和を各地域にも広げてまいります。

地域でデジタル変革を起こすために求め

られる「意識変革」や「人材・組織変革」

の重要性やデジタル変革を促す政策な

ど、有識者からお話しをいただきます。

「デジタル変革による地域社会の再活

性」について、様々な立場の識者から

意見を伺い、DX推進の勘所を探りま

す。

ユーザーのデジタル実装に必要不可欠

なソリューションやサービスをご紹介す

るセッションです。ベンダーの担当者か

ら直接ご紹介いただきます。

※ オンライン会場にはバーチャル展示やチャット、オンライン商談はございません。講演・セミナーの配信のみとなります。

特別講演 特別セッション ブレイクアウトセッション


