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東洋経済オンライン リニューアル10周年記念 第2弾

Transform Summit 2023
〜“逆境に⽴ち向かう“攻めと守りの企業変⾰〜

協賛のご案内

2023年2⽉
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企画趣旨

2022年3⽉に開催した東洋経済オンラインリニューアル10周年記念フォーラム「Transform 
Summit 2022」は、登録数が1,700名を越え、参加者満⾜度も94.7%と参加者と協賛社様に好評
なイベントとなりました。
好評をいただいた本イベントの第2弾として2023年9⽉に東洋経済オンラインリニューアル10周年

記念フォーラム第2弾「Transform Summit 2023」を開催する運びとなりました。今回も次代を
切り拓く著名な有識者や経営者をお招きし、この変化の激しい時代に参加者様のビジネス成⻑のきっ
かけとなることを⽬指しております。
新型コロナウイルスによるパンデミックやロシアのウクライナ侵攻などの先⾏きの予測な困難な事態
により、多くの経営者は、企業経営に対してよりシビアな意思決定が求められる時代となりました。
このVUCA時代に、経営者は、企業の社会的存在価値であるパーパスを掲げ、持続的な事業成⻑のた
めに経営戦略をどのように策定していけばよいのでしょうか。
本サミットでは、逆境の時代に持続的に事業成⻑する組織を作るために今、攻めと守りの企業変⾰を

すべきなのか、を考える場としたいと思います。
本アジェンダに関⼼の⾼い意思決定者層に向けて開催いたしますので、是⾮ご協賛のご検討をよろし
くお願いいたします。
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2022年3⽉23⽇・24⽇開催「Transform Summit 2022」実績

登録者数1,700名を越える満⾜度の⾼いイベントとなった。
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2022年3⽉23⽇・24⽇開催「Transform Summit 2022」実績

著名な有識者、経営者、著名⼈による魅⼒的なセッションを展開

伊藤 ⽺⼀ ⽒
Zホールディングス株式会社
Zアカデミア学⻑
「アフターコロナ時代の
リーダーシップ」

⼊⼭ 章栄 ⽒
早稲⽥⼤学⼤学院
経営管理研究科
早稲⽥⼤学ビジネススクール
教授
「変⾰を先導するために
今リーダーに必要なものとは」

清宮 克幸 ⽒
公益財団法⼈⽇本ラグビーフットボール

協会
副会⻑

「リストラからの⽇本⼀
ヤマハラグビーのオリジナル戦略」

落合 博満 ⽒
元中⽇ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

「オレ流野球の真実【決断と⾒守る⼒】
本物のリーダーとは」

⼩磨 林琢 ⽒
オルビス株式会社 代表取締役社⻑
「変⾰を遂げたオルビスが推進する、
サステナブルなDX」

⽯渡 美奈 ⽒
ホッピービバレッジ株式会社
代表取締役社⻑
「社⻑が変わり、社員が変わる。
ホッピー社⻑が語る組織変⾰の勘所とは︖」
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前回の登録者データ（参考）

会⻑・社⻑
13.0%

その他役員
14.7%

局⻑・部⻑
21.8%次⻑・課⻑

21.7%

係⻑・主任
7.8%

⼀般社員
11.1%

専⾨職
4.0%

その他
5.8%

⼤変満⾜している
40.0%

満⾜している
54.9%

役職が次⻑・課⻑以上が71.2%、フォーラム全体の満⾜度は94.9%で
意思決定者に満⾜度の⾼いイベントとなった。

・役職区分 ・満⾜度
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開催概要

実施概要

協賛内容

・⽇ 程 ︓2023年9⽉下旬
・主 催 ︓株式会社東洋経済新報社
・名 称 ︓Transform Summit 2023 〜 “逆境に⽴ち向かう“攻めと守りの企業変⾰〜
・形 式 ︓事前収録による疑似ライブ配信
・登録者数 ︓2,000名想定 ※登録数は保証ではございません。
・参加対象者 ︓企業の経営者、役員、経営企画、⼈事・労務、経理・財務部、情報システム、事業部⾨などの意思決定者
・集客⽅法 ︓東洋経済メール（約500,000通）、東洋経済オンライン編集部メルマガ（約500,000通）

当社セミナーの過去参加者へのメール、役員四季報データベースを活⽤した上場企業の経営者、役員への
郵送DM送付（5,000通予定）など

申込締切

・協賛講演枠での30分間のプレゼンテーション
・貴社協賛講演部分の動画データ（MP4ファイル）の２次利⽤提供※利⽤期間︓6か⽉間
・登録者リード情報のご提供（2,000件想定）
・週刊東洋経済と東洋経済オンライン（5,000PV保証）に各社協賛講演をコンテンツとして採録記事を掲載
・登録者データ及びアンケート回答レポートをご提供

2023年6⽉30⽇（⾦）

協賛講演プラン

①協賛単独講演A枠（貴社の登壇者による単独講演）︓7,000,000円

②協賛単独講演B枠（貴社の登壇者による単独講演）︓6,500,000円

③協賛対談講演C枠（貴社の登壇者とモデレーターとの対談講演）︓6,500,000円
※貴社の訴求内容に合わせ、モデレーターをご提案・アサインします。モデレータ―への謝礼は別途実費でご請求になります。
※上記の料⾦はすべて税別です。
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Transform Summit 2023 〜 “逆境に⽴ち向かう“攻めと守りの企業変⾰〜

時間構成

13:00-13:05
(5分)

13:05-13:35
(30分)

13:35-14:05
(30分)

DAY1

オープニングスピーチ
東洋経済新報社 代表取締役社⻑ ⽥北 浩章

特別講演①

【協賛枠︓協賛単独講演 １ーA枠】

アジェンダ（案）

【想定テーマ】
「DX」「パーパス経営」「事業成⻑戦略」「働き⽅改⾰」

「データ活⽤」など
⽣産性向上の変⾰について

14:05-14:35
(30分)

14:35-15:05
(30分)

【協賛枠︓協賛単独講演 ２ーA枠】

特別講演②

【協賛枠︓協賛単独講演 １ーB枠】

特別講演②

【協賛枠︓協賛単独講演 ２ーB枠】

15:05-15:35
(30分)

15:35-16:05
(30分) クロージングスペシャルセッション

【協賛枠︓協賛対談講演 １ーC枠】

DAY2

特別講演①

クロージングスペシャルセッション

【協賛枠︓協賛対談講演 ２ーC枠】

【想定テーマ】
「⼈的投資」「従業員エンゲージメント」「ウェルビーング」

「リスキリング」「ガバナンス強化」など
⼈・組織の変⾰について

オープニングスピーチ
東洋経済新報社 代表取締役社⻑ ⽥北 浩章

“逆境に⽴ち向かう”攻めの企業変⾰ “逆境に⽴ち向かう”守りの企業変⾰

※特別講演の登壇者や協賛社様によりテーマが変更になる場合があります。
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東洋経済の強みである集客アプローチ

東洋経済ならではの、経営層をはじめ経営の事業計画を担う意思決定者を読者に持つ「週刊東洋経済」、「東洋経済オンライン」
「東洋経済オンライン編集部メルマガ」と「過去セミナー参加者」や「役員四季報」の独⾃のデータベースを活⽤し、
貴社製品・サービスのターゲットとなる良質なユーザーにアプローチします。
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週刊東洋経済と東洋経済オンラインに各社協賛講演をコンテンツとして採録記事を掲載

当⽇の参加者以外の良質なテキストユーザーにセミナー内容を認知させ、営業ツールとして活⽤可能です。

週刊東洋経済 採録記事掲載 東洋経済オンライン 採録記事掲載（5,000PV保証）
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登録者リード情報及びアンケート回答レポートについて

視聴フラグ ※視聴有無
名前:姓
名前:名
名前:姓フリガナ
名前:名フリガナ
会社名
部署
役職
郵便番号
都道府県
住所
電話番号
E-mailアドレス
業種
職種
役職区分
視聴後アンケート回答情報
※各協賛社のご希望の設問を2問
まで追加可能です。

ご提供する申込者情報は下記の通りです。
提出形式はExcelとなります。

登録者リード情報

ｘｃ

原則上記の情報の提供を予定しておりますが、⼀
部の情報は弊社都合により正しく取得できない場
合がございます。

アンケート回答レポート※サンプルイメージ

レポートは申込者の属性、アンケート情報について集計しテキスト、グラフを⽤いて作成し
ます。提出はPDF形式となります。

ｘｃ
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タイムライン

6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

30th
申込締切

9⽉下旬
イベント開催

8⽉中旬
イベントサイト公開

集客プロモーション

10⽉下旬〜
『週刊東洋経済』、
「東洋経済オンライン」への採録記事掲載

7⽉中旬
講演内容・登壇者情報
ご⼊期期限

収録期間 再録記記事掲載
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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
・地震などの天災
・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、協賛料⾦の返⾦に関しては協賛社と協議の上、決定する。

■キャンセルポリシー
申込後の協賛社都合のキャンセルは、下記のキャンセル料が発⽣いたします。予めご了承ください。

・開催⽇の3か⽉前の同⼀⽇以降、1.5か⽉前の同⼀⽇の前⽇の受付終了時間までは協賛⾦額の50％
・開催⽇の1.5か⽉前の同⼀⽇以降は協賛⾦額の100％
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お問合せ

株式会社東洋経済新報社
ビジネスプロモーション局 ブランドスタジオ・セミナー事業部

https://biz.toyokeizai.net/seminar/

本 社 : 〒103-8345 東京都中央区⽇本橋本⽯町1-2-1

Mail : corporate@toyokeizai.co.jp

＊ 詳しくは担当までお問い合わせください。

mailto:ad-ask@toyokeizai.co.jp

