
企業プロフィール 

イベント事務局 e-mail:gwg-event-jp@google.com  お問い合わせ先  

協力）グーグル 合同会社 

デジタルによるワークスタイル・ 
マーケティング改革セミナー 

働き方改革・人手不足など今後社内の人材活用がより効率性を求められる中、デジタルツールを活用すること

が不可欠になります。一方で、世の中にはITツールが溢れており、どれを活用したらよいのかの判断が難しいと

いったこともあると思われます。本セミナーではいかにデジタルツールを活用し、社内の改革を進めていくのかと

いう推進方法の視点とGoogleならではのデジタル活用施策をご紹介することで、すぐに経営・現場で使えるス

キルをご提供します! 

セミナーの概要 

Googleの提供する特別コンテンツ 
 無料で使えるツールの実践方法とは? 
 Googleの知見やその他企業の実例を多数交えてご紹介! 

即活用できるデジタルスキル! 
 理論ではない実践に即したセミナー! 
 デジタルツールで何ができるか、どうすればできる

かといった視点をご提供します! 

特徴 

主催：三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 
 
 
 
 

協力：グーグル合同会社 

対象者（参加無料） 

 経営層の皆様 
 IT 担当の皆様 
 人事労務関係担当者の皆様 
 業務改革・経営企画担当の皆様 など 

その他、現場の業務改善やマーケティングの効率

化に悩むご担当者様など社員の方すべてに知って

頂きたいデジタルスキルをご提供します! 

セミナー内容 
■デジタル化に期待される成果と知見とは 
■デジタルツールを活用した業務改善のイメージ 
■働き方改革を進める具体的なステップ 
■無料で活用できるツールのご紹介 

■効果的なチームをつくるために大切なこととは 
■成果につなげる目標の設定方法 
■すぐできるイノベーションワークショップのご紹介 
■無料で活用できるツールのご紹介 

デジタル化による 
働き方改革の実践 

ワークスタイル改革を加速 
するカルチャーの育成  

デジタルを活用した 
マーケティングの推進 

■インターネットで認知を得る・社名・ブランドを広めるためのデジタルの活用 
■他社事例のご紹介 
■無料で活用できるツールのご紹介 



プログラム・お申し込みの流れなど 

お申し込みの流れ 

お申し込みは各会場のページに記載されている「お申込み専用URL」からお申し込みください 

変更・キャンセル等ございましたら「ご予約状況」メールのリンクにてご変更をお願い致します。 
その他ご不明な点などございましたら表面に記載されている「GwGイベント事務局」までご連絡ください 

「参加申し込み」ボタンを

押して、必要事項をすべ

てご入力いただき「確定」

ボタンを押してください 

 

 

申込フォームへ入力 

登録したアドレスに 

「ご予約状況」確認の 
メールが配信されます。 
※初めてお申込みされる方は

「メールアドレスご確認」メール

のリンクをクリックしてお申込

みが確定となります。 

ご予約状況メール配信 

参加されるご自身の 
お名刺をお持ちの上、 
会場までお越し下さい。 
※ご参加される際は必ず事前に

お申し込みをお願いいたし 
ます。 

セミナー当日 

各開催日程のページに

記載されているURL から

「お申し込み専用ページ」

へアクセスしてください。 

 

 

申込フォームへアクセス 

午前の部 午後の部 

開始時間 内容 

9:00 受付開始 

9:30～10:00 デジタル化による働き方改革
の実践 

10:00～11:00 ワークスタイル改革を加速する
カルチャーの育成  

11:00～11:10 休憩 

11:10～12:10 デジタルを活用した 
マーケティングの推進 

12:10～12:30 アンケートご記入 

開始時間 内容 

13:00 受付開始 

13:30～14:00 デジタル化による働き方改革
の実践 

14:00～15:00 ワークスタイル改革を加速する
カルチャーの育成  

15:00～15:10 休憩 

15:10～16:10 デジタルを活用した 
マーケティングの推進 

16:10～16:30 アンケートご記入 

個人情報について 
本セミナーでは三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、受講者の個人情報を取得・利用いたしません。 
グーグル社からの申込になりますので、グーグル社がそのプライバシーポリシーに準拠して厳格に管理いたします。 
申込先リンクにあるGoogleのポリシーをご確認ください 

プログラム 
全日程とも午前・午後の部をご用意しております。ご都合がよろしい日程・時間帯でご参加いただくことが可能 
です。 



会場・開催日程 

会場 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKP仙台カンファレンスセンター 
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員40名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 
※こちらの会場のお申込みは4月下旬より開始となります。 
① 2019年5月27日（月） 
② 2019年5月28日（火） 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 

仙台会場 
TKP仙台カンファレンスセンター 
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3 
ソララガーデンオフィス 

【アクセス】 
JR東北本線 仙台駅 西口 徒歩3分  
仙台市地下鉄南北線 仙台（地下鉄）駅 徒歩5分 

 

【お申込みはこちらから】 ※4月下旬お申し込み開始 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/tohoku 

https://gwgjp.page.link/tohoku


会場・開催日程 

会場 

東京会場 
機械振興会館 
東京都港区芝公園3-5-8 

【アクセス】 
東京メトロ日比谷線神谷町駅 徒歩8分 
都営地下鉄三田線御成門駅 徒歩8分 
都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分 
都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅 徒歩10分 
JR山手線・京浜東北線浜松町駅 徒歩15分 

 
出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
機械振興会館 
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員70名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 

① 2019年4月24日 （水） ※先行申し込み受付中! 
② 2019年5月9日 （木） ※先行申し込み受付中! 
③ 2019年5月15日 （水） ※先行申し込み受付中! 
④ 2019年5月17日 （金） ※先行申し込み受付中! 

以下の日程のお申込みは4月下旬より開始となります。 
⑤ 2019年5月22日（水） 
⑥ 2019年5月24日（金） 
⑦ 2019年5月29日（水） 
⑧ 2019年6月18日（火） 
⑨ 2019年6月20日（木） 
⑩ 2019年6月22日（土） 
⑪ 2019年6月26日（水） 
⑫ 2019年6月27日（木） 
⑬ 2019年6月28日（金） 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 【お申込みはこちらから】 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/kanto 

https://gwgjp.page.link/kanto


会場 

大宮会場 
TKPガーデンシティPREMIUM大宮 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSビル 

【アクセス】 
JR大宮駅 西口 徒歩7分 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 【お申込みはこちらから】 ※4月下旬お申し込み開始 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/kanto 

大宮会場 6/4（火） 
TKP大宮駅西口カンファレンスセンター  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-1 ベルヴュオフィス大宮 

【アクセス】 
JR大宮駅 西口 徒歩2分  
東武野田線 大宮駅 西口 徒歩2分  
埼玉新都市交通 大宮駅 西口 徒歩2分 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKPガーデンシティPREMIUM大宮  （5/30） 
TKP大宮駅西口カンファレンスセンター （6/4） 

定員 各回定員40名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 
※こちらの会場のお申込みは4月下旬より開始となります。 
① 2019年5月30日 （木） 
② 2019年6月4日 （火） 

会場・開催日程 

https://gwgjp.page.link/kanto


会場 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口  
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員40名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 

① 2019年5月16日 （木） ※先行申し込み受付中! 

以下の日程のお申込みは4月下旬より開始となります。 
② 2019年5月23日 （木） 
③ 2019年5月31日 （金） 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 

横浜会場 
TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口  
神奈川県横浜市西区南幸2-19-9 TKP横浜ビル 
（旧 横浜MKビル） 

【アクセス】 
JR横浜駅 西口 徒歩7分  
みなとみらい線 横浜駅 西口 徒歩7分  
京急本線 横浜駅 西口 徒歩7分  
東急東横線 横浜駅 西口 徒歩7分  
相鉄本線 横浜駅 西口 徒歩6分  
横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 9出入口 徒歩4分 

【お申込みはこちらから】 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/kanto 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

会場・開催日程 

https://gwgjp.page.link/kanto


会場 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口 
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員60名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 

※こちらの会場のお申込みは4月下旬より開始となります。 
① 2019年6月12日 （水） 
② 2019年6月13日 （木） 
③ 2019年6月19日 （水） 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 

名古屋会場 
TKPガーデンシティPREMIUM 
名古屋新幹線口 
愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル 

【アクセス】 
JR名古屋駅 太閤通口 徒歩3分  
名古屋市営桜通線 名古屋駅 徒歩5分  
名古屋市営東山線 名古屋駅 徒歩5分  
近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩5分  
名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分 

【お申込みはこちらから】 ※4月下旬お申し込み開始 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/chubu 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

会場・開催日程 

https://gwgjp.page.link/chubu


会場 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKPガーデンシティ大阪梅田 
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員60名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 

※こちらの会場のお申込みは4月下旬より開始となります。 
① 2019年6月5日 （水） 
② 2019年6月6日 （木） 
③ 2019年6月7日 （金） 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 

大阪会場 
TKPガーデンシティ大阪梅田 
大阪府大阪市福島区福島5-4-21 
TKPゲートタワービル 

【アクセス】 
JR大阪駅 桜橋口から 徒歩8分  
JR福島駅 出口から 徒歩3分  
大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 中央改札8番出口から 徒歩13分  
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 地下街6-2番出口から 徒歩2分  
阪神本線 福島駅 出口から 徒歩4分  
JR東西線 新福島駅 1号出入口から 徒歩5分 

【お申込みはこちらから】 ※4月下旬お申し込み開始 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/kinki 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

会場・開催日程 

https://gwgjp.page.link/kinki


会場 

時間 
午前の部：9時開場 （9:30～12:30） 
午後の部：13時開場 （13:30～16:30） 

会場 
TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前 
（会場は各回によって異なりますので以下をご参照ください） 

定員 各回定員40名 

主催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 

協力 グーグル合同会社 

日程 

※こちらの会場のお申込みは4月下旬より開始となります。 
① 2019年5月20日 （月） 
② 2019年5月21日 （火） 
③ 2019年6月14日 （金） 

【お申し込み用QRコードはこちらから】 

福岡会場 
TKPガーデンシティPREMIUM 
博多駅前 
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目2番1号 
ザイマックス博多駅前ビル 

【アクセス】 
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩3分  
福岡市地下鉄空港線 博多駅 博多口 徒歩3分 

【お申込みはこちらから】 ※4月下旬お申し込み開始 
お申し込み専用URL https://gwgjp.page.link/kyushu-okinawa 

出所）会場公式サイトより 
※詳細は会場HPをご確認ください 

会場・開催日程 

https://gwgjp.page.link/kyushu-okinawa
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