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１３：１０〜１４：1０

福岡市中小企業等デジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）促
進モデル事業について

福岡市役所　創業支援課

１４：１０〜１４：４０
「DX（デジタルトランスフォーメー
ション）の 取組みについて」  ～デジタ
ルワークプレイスから始めるDX推進～

株式会社QTnet

１４：４０〜１５：００

休憩

１５：００〜１６：００

地域を盛り上げる都市型フェス
ティバルの未来とは

明星和楽　松口 健司氏
NoMaps実行委員会　廣瀬 岳史氏
神戸大学　藤井 信忠氏

１６：００〜１６：３０
「HOnProマガジン」編集部が語る、福
岡の働き方と休み方の今とこれから

株式会社HOnPro　山本 一幾氏

１６：３０〜１７：００
中小企業がデジタル営業変革によりコロ
ナ渦でも法人開拓を加速させる方法

アイセールス株式会社　小野寺 康崇氏

DXと未来 街 営業 /
マーケティング

HR 人材・キャリア

１５：００〜１５：５０

顧客中心で考える新しい購買体
験とは？

株式会社Pathee　寺田 真介氏
株式会社顧客時間　奥谷 孝司氏

１１：００〜１１：１５
長期化するコロナ禍に安心して働くために、会社に求
められること
ソニービスネットワーク　樋口 大輔氏

１３：１０〜１３：４０

福岡市政のDXへの
取り組み方針について

福岡市役所 DX戦略課　

１３：４０〜１４：１０

医療DXの実現に
向けた動きと課題

おかぴファーマシーシステム株式会社高
尾 理雄氏

１４：１０〜１４：４０

LINE？スマホアプリ？会員サイ
ト？顧客体験DXの最適解を探る

株式会社パイプドビッツ

１５：５０〜１６：２０
地域中小企業の雇用社員＋大企業リモー
ト副業人材のハイブリッド組織の作り方

JOINS　猪尾 愛隆

１６：２０〜１６：３５
コワーキングスペース紹介
SALT

１６：３５〜１７：２０

アフターコロナの飲食DX 

リディッシュ株式会社 松隈 剛氏
小柳津 林太郎氏

１０：1０〜１０：５０

これからの営業DX

法人営業デジタル化協会

１０：１０〜１１：００

求人データから見るデジタル人
材需要と実態

Hrog　菊池 健生氏
YOURTURN　高尾 大輔氏

１０：１０〜１１：００

売上を伸ばすキーマン、
デジタル営業の育成とは

株式会社エムエム総研　米田 光雄氏
Worx　藤原 義人氏
ゼンフォース株式会社　荻野 嶺氏

１０：００〜１０：１０
開会の挨拶

１０：００〜１０：１０
開会の挨拶

１０：００〜１０：１０
開会の挨拶

１０：００〜１０：１０
開会の挨拶

１3：0０〜１３：１０
セミナー紹介

１３：００〜１３：１０
開会の挨拶

１３：１０〜１３：４０

デジタルセールスに向けて
”強い組織づくり”を進める
「はじめの3歩」

ToRix株式会社　高橋 浩一氏

１３：4０〜１４：1０

営業組織の効率化について

株式会社soraプロジェクト　
樋口 裕貴氏

１3：００〜１3：１０
セミナー紹介

１５：５０〜１６：２０

営業を変えるマーケティング
組織のつくりかた

株式会社Nexal　上島 千鶴氏

１６：２０〜１６：50

オフィスの電話をゼロにする
今日から始められる電話業務の
劇的改善

株式会社うるる　脇村 瞬太氏

１３：１０〜１３：４０

ふくおか働き方改革推進企業認
定事業について

福岡市役所　経営支援課

１４：１５〜１４：４５

業務オンライン化が実現したか
らできる！研修を兼ねた独自の
ワーケーション制度
株式会社ヌーラボ　安立 沙耶佳氏

１3：００〜１3：１０
セミナー紹介

１４： 4５〜１５：１５

ワーケーションで実現する企業
が抱える４大課題の解決法

社会保険労務士法人アドバンス
伴 芳夫氏

１５：５０〜１６：２０

商売が長くつづくための、ただ
しいDXの進め方

つづく株式会社　井領 明広氏

１６：２０〜１６：３５
西部ガスホールディングス株式会社
×HOnPro

１６：35〜１６：50
株式会社SmartHR

１6：50〜１7：０５
AKASHI

１３：１０〜１３：４０

パソナテックが挑戦するDX支援
とは

株式会社パソナテック

１3：００〜１3：１０
セミナー紹介

１１：３０〜１１：４５
次世代のマニュアルツールで属人化解消！
株式会社スタディスト

１０：5０〜１1：２０

オンラインイベントの解析
（仮）

株式会社インティメート・マージャー 
簗島 亮次氏
HED　五十嵐 政貴氏

１1：0０〜１１：３０

DXとワカモノ

タイガーモブ株式会社
COO 中村 寛大氏

１6：50〜１7：05
2020→2021で商談数1.5倍にしたセー
ルス・マーケティングの改革を公開
株式会社RECEPTIONNIST

１１：４５〜１２：００
最近話題のメタバースと地方都市の活用について
アクロスロード株式会社

１７：０５〜１7：２０
営業DXにおいて重要なのはデジタル化
ではない
株式会社Buff

１３：４０〜１４：１５

6割が新卒1年目のチームが1年
で「リピート100％・営業利益
率15％」に！

株式会社ENERGIZE

１４：４０〜１４：５５
場所を選ばない働き方を実現するバー
チャルオフィスツールとは

株式会社ライブリンクス

１５： １５〜１5：３０
ワーケーションで実現する企業が抱える４大課題の解
決法
SMILE SCORE株式会社　林氏

１５： ３０〜１5：４５
ハイブリッドワークで従業員満足度を上げる
WeWork Japan 合同会社　林氏

１４：１０〜１４：２５
【脱 言った言わない！】コミュニケー
ションを円滑に進める3つのヒント
株式会社ヌーラボ　渡部 一之氏

１４：２５〜１４：４０
調整中

エンドライン株式会社

１４：４０〜１４：５５
地方都市ほど優位、即効性の高いDX事例。
たった半年で、採用集客68倍、顧客集客20倍の実例
公開
株式会社あつまる

１１：３０〜１２：００

コンディショニングが良いチー
ムを作る

テックビー株式会社
今矢 賢一氏

１２：１５〜１２：３０
「いま企業が求められている勤怠管理とは？」
ソニービズネットワークス株式会社　國分 康平氏

１１：００〜１１：３０

リモートワークも怖くない！自
走組織の目指し方
株式会社キャッチアップ　江頭 竜二氏

１１：３０〜１１：４５
調整中
株式会社SmartHR

１１：４５〜１２：００
会議の改善で始まる社内コミュニケーションの活性化
方法とは
株式会社Smart Meeting　

１２：００〜１２：１５
マネーフォワードで実現するバックオフィスの効率化
株式会社マネーフォワード

１１：２０〜１１：３５
コロナの影響で爆発的に流行したお問い合わせフォー
ム営業とは？
エッジテクノロジー株式会社

１１：３５〜１１：５０
今さら聞けない・・・DXってどういう事？ 
ナレッジスイート株式会社

１１：５０〜１２：０5
ピッチのタイトルは会話サマリーAI電話pickupon
クラウドCTIを使った営業DX
ピクポン株式会社

１１：１５〜１１：３０
オンラインでの申し込み増加に必須の「EFO」とは？
最新の改善事例をご紹介
株式会社ショーケース　

１３：４０〜１４：１０

コロナ禍で導入急増！変わる社
員教育　eラーニングの活用

株式会社イデックスビジネスサービス

１３：５５〜１４：１０

自分たちで育てる採用メディア
 
株式会社キャッチアップ

１４：１０〜１４：２5

優秀な人材を採用するための地
方採用広報戦略

株式会社西日本新聞社/invision


