７月に

令和
３年

ディー

カケル

DX推進大型イベント Ｄ×」 開催！
「

～DXを「体験」してみませんか～

「D×（ディーカケル）」というイベント名に
は、「DX」に関心がある中小企業の皆様に、
デジタル技術を「掛け合わせ」て何ができる
かを知る機会としてご活用いただきたいという
想いを込めています。

「DX(※1)って何？」「何をしたらいいの？」など、DX推進にあたっての疑問を
お持ちの方はまだまだ多いのではないでしょうか。大阪府では、府内中小企業の皆様に「DX」を知ってい
ただくため、大阪府と連携する民間企業のご協力のもと、7月1日から1か月間にわたり40以上のDX関
連の催しを行うDX推進イベント「D×（ディーカケル）」を開催します。
期間中は、7月1日のキックオフイベントをはじめ、7月20日の「中小企業の日」(※2)にオンライン体験型
イベントを行うなど、毎日イベントを開催します。府内中小企業の皆様のご参加をお待ちしています！
※DX（デジタルトランスフォーメーション）：企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業
文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。（「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(H30.12 経済産業省)による定義）

https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/dx202107.html
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

対象やﾃｰﾏ、使用
する技術などで分
類したアイコンを示
しています。ｲﾍﾞﾝﾄ
へのご参加の際の
参考としてください。

1日
（木）

10:15~
11:45
展示会

定員100名

「D×」キックオフセミナー ～自社の魅力×デジタル技術＝新しい魅力・可能性～

「DXとは？」「何ができるの？」「実際の事例は？」等様々なテーマでお話します！「自社の新しい可能性の発掘」にお役立てください。

～DXを知る編～

…府内中小企業の現状・めざすところ、DXの考え方を知ってもらう総論

～DXでできることを知る編～

…販路開拓促進、海外展開、テレワーク、IoTなど５つのテーマで講演

～DXの可能性を知る編～

…実際にDXに取り組む経営者に「生の声」を語っていただきます

～DX推進支援の事業者紹介編～ …DX事例等も交え、大阪府DX推進パートナーズをご紹介
…サイバーセキュリティの必要性や人材育成のノウハウお伝えします

～DX人材採用編～

お問合せ 大阪府商工労働部金融課
無料

会場開催

ET＆IoT WEST 2021 ﾊﾟﾈﾙｾｯｼｮﾝ
プロたちがとことん楽しむ「IoTサロン」
～うなずきと笑顔が絶えない!? 90分～
「そろそろIoTも、マンネリ化してきているなあ」「いまいち、
IoTの活用方法や効果が見えないなあ」という方はぜ
ひ当サロンを覗いてみませんか？プロたちの会話から、
IoT活用のヒントが得られるかも!?うなずきと笑顔が絶
えない、あっという間の90分制。
問合せ 大阪府IoT推進Lab（(公財)大阪産業局）
無料

Webｾﾐﾅｰ

㈱赤川硬質硝子工業所 代表者CEO 田邉 香氏
㈱ブリッジソリューション 代表取締役 坂本 俊雄氏
お問合せ 大阪府IoT推進Lab（(公財)大阪産業局）

無料 Webｾﾐﾅｰ
2日
（金） 1番身近なDX？勤怠管理クラウド化
のススメ
12:00~ まずは全ての従業員が効率化を実感できる「勤
13:00
怠管理のDX」からはじめませんか。実際の操作
バック
オフィス

定員50名

Webｾﾐﾅｰ

～出入り自由！！ 「〇〇しながら視聴」で「聴きたいコマだけ聴く」 これもＤＸへの第一歩！！～

IoTリーンスタート！Ｗebセミナー
2日
（金） ﾜｻﾞを次代に！ｶﾞﾗｽの匠とﾛﾎﾞｯﾄの匠
15:00~ 炎とガラスを操り様々なガラス製品を創る赤川硬質硝
子工業所、職人技を確実に引き継ぎたい。そこに手を
16:30 差し伸べたロボットSIer。
定員80名

無料

画面も踏まえてご説明します。

株式会社DONUTS
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
5日
【事例紹介】 現場のデータは会社の宝！
（月） ～活かそう！ｸﾗｳﾄﾞで・AIで・現場設備にも～
13:30~ データは会社の貴重な資産です。クラウドやAIOCRの活用、設備点検での適用などでのデータ
14:30
データ
活用

資産の活用事例をご紹介します。

Arithmer株式会社

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

初心者
向け

AI

システム
導入

不動産業
向け

初心者向け不動産DXセミナー。

株式会社GA technologies

定員200名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
無料

Webｾﾐﾅｰ

6日
デリバリーサービスを上手に活用し、
（火）
コロナ禍でも売上確保！
15:00~ 国内の主要デリバリーサービスについて詳しく解
16:00
説。導入後の販促方法や実際に売上の上がっ
飲食店
向け

た店舗の成功事例などもご案内。

株式会社Wiz

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

特許業務法人いしい特許事務所
Webｾﾐﾅｰ

インバウンドからアウトバウンドへ！
大阪から世界へ越境ECで販路拡大しよう
～非対面、非接触のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ～

講師：株式会社SIパートナーズ

無料 Webｾﾐﾅｰ
8日
難しいプログラミングは不要！
（木）
AI画像認識で外観検査を効率化
15:00~ 製造業の現場において複雑な外観検査をAIで
15:30
効率化したい方向けに、事例も含めて分かりや
製造業
向け

定員30名

すく解説します。

株式会社ウェーブフロント
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
9日
社内文書をデジタル化して、効率の
（金）
良い仕事環境を構築しましょう！
13:30~ 社内・社外の文章（カタログ等）をデジタル化を
15:00 して効率的に業務を進めたい方向けに、書類の
バック
オフィス

定員30名

13日
（火）

18:00~
20:00
初心者
向け

基本的な使い方をご説明します。

問合せ 大阪府商工労働部金融課

無料 Webｾﾐﾅｰ
6日
（火） 電子契約・オンライン内見の体験講座
13:00~ ～不動産DXセミナー～
電子契約やｵﾝﾗｲﾝ内見、ﾃﾚﾜｰｸ、脱ﾊﾝｺ等につ
14:00
いて、何をすればいいかわからないといった方への

DX革命をご説明します。

株式会社ビーガル
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

株式会社ブレインパッド
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

踏まえてご説明します。

株式会社ソントレーゾ

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

初級編（越境ECでの「流行」や「どのような市場」なの
か「輸出手続き」や「関税」、「送金」などについて）
中級編（越境ECでの「売上の上げ方」や「失敗する
初心者 パターン」、「気を付けること」などについて）

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

コミュニ
ケーション

株式会社シーイーシー

無料

交えてお話しします。

無料 Webｾﾐﾅｰ
12日
DX推進のプラットフォームになる
（月）
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙの活用事例セミナー
13:30~ コロナ禍でテレワークの必要性が高まっている中、
15:00 Microsoft Teamsの活用事例を実際のデモも

時に特に気を付けたい3つのポイントを解説。

定員30名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

向け

データ
活用

定員50名

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
8日
WEB会議朝活基礎講座1
（木）
（WEB会議のツールを知ろう）
8:00~ リモートワークで働き方に変革が起きている中、
8:30
WEB会議に使用する代表的なツールの違いと

8日
（木）
13:30~
15:00

株式会社Wiz

無料 Webｾﾐﾅｰ
12日
DX時代を牽引するデータ活用人材の
（月）
育成とは
11:00~ データ活用視点での課題発見力、データ分析で
11:35
得られた結果を意思決定に使うコツなど、事例を

新日本コンピュータマネジメント株式会社

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

コミュニ
ケーション

し、生産性の向上や業務改善をめざしましょう。

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
7日
（水） AI活用基礎 「AIとは？」
これからAIを活用しようと考えている方向けに、
13:00~ 「AIとは？」「何ができるの？」などの疑問解決に
14:00 向けたお話をします。

海外
展開

株式会社日立システムズ

無料 Webｾﾐﾅｰ
9日
デジタルとアウトソーシングを活用して
（金）
電話業務の課題を解決
15:00~ 企業の”電話”に対する課題の解決をテーマにお
16:00
話しします。ﾃﾞｼﾞﾀﾙとｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを上手に活用
バック
オフィス

無料 Webｾﾐﾅｰ
7日
（水） はじめてのシステム導入
15:30~ -失敗しないITﾍﾞﾝﾀﾞｰとの付き合い方「システムの導入に向け何から手を付ければよい
16:15 か」といったお困りにお答えすべく、システム導入

各イベントの内容や申込方法・締切等の詳細は
下記ホームページまたはＱＲコードよりご確認ください。

初心者
向け

Webｾﾐﾅｰ

方法についてご説明します。

AI

定員50名

※国において、中小企業基本法の公布・施行日である7月20日を「中小企業の日」、7月の1か月間を「中小企業魅力発信月間」とし、官民で集中的に中小企業・小規模事業者に関連するイベント等を開催しています。

1日
（木）
13:15~
16:50頃

無料

7日
マニュアル型チャットボットを活用した
（水） 顧客対応
10:00~ FAQを作成せず、すでにあるマニュアルを用いて
11:00 チャットボットを作成したい方向けにAIを活用した

定員

20名 ・ 80名
(会場) (ｵﾝﾗｲﾝ）

無料

会場・Web開催

小規模事業者が始めるﾃﾞｼﾞﾀﾙ化！ｾﾐﾅｰ
~業務の効率化による生産性の向上はここから~

DX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)は知っているけれど、
「業務の効率化、どう進めるのかわからない」と
思っている事業者の方、会計処理のｼｽﾃﾑ化・工
程の見える化などできることから始めましょう。
お問合せ 大阪府IoT推進Lab（(公財)大阪産業局）

無料 Webｾﾐﾅｰ
14日
誰でも簡単に出来る！営業DXの
（水）
第一歩を踏み出してみませんか？
11:00~ 「時間と人が足りないが営業を強化したい」「顧
12:00
客情報を一元管理したい」など営業の課題を
営業
向け

定員40名

DXするためのヒント等をお話しします。

ディップ株式会社
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
14日
RPA×データ活用による、
（水）
スタートアップDX
13:30~ 「人・組織」の変わり方、デジタルとアナログ両方
14:30
を活かした業務運用等、事例も踏まえ、“継続
データ
活用

定員30名

15日
（木）
8:00~
8:30
コミュニ
ケーション

定員30名

できる変革” の方法をお伝えします。

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
無料

Webｾﾐﾅｰ

WEB会議朝活基礎講座２
（代表的なツールを使いこなそう）
WEB会議システムの中でもよく使われる
「Zoom」について、基本的な操作から便利な
機能まで実際に操作をしながらご説明。

特許業務法人いしい特許事務所
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

14日
(水)

15日
(木)

16日
(金)

11:00~
11:30／
11:45~
12:15
(16日は
11:00~11:30のみ）

展示会

定員
各回70名

無料

会場開催

メンテナンス・レジリエンスOSAKA2021

出展者セミナー「IoT企画セミナー」
中小企業の皆様向けに、IoT活用や販路
拡大方法について専門家がお答えします。
期間中下記のセミナーを実施します。
＜14日（水）＞

1.「マーケティングDXを楽しむための
『スカウター』」
2.「中小企業のIoT導入のHowToと事例」
＜15日（木）＞

3.「スマートファクトリーで実現するものづくりDX」
4.「今日知りましょうDX。そのｲﾛﾊから話します!」
＜16日（金）＞

5.「IoTからDXへ 中小企業の生残り戦略」
問合せ 1,3,4 （公財）大阪産業局
2,5 大阪府IoT推進Lab（(公財)大阪産業局）

無料 Webｾﾐﾅｰ
15日
（木） 中小企業がこれから始める
11:00~ DXデジタルマーケティング
DXの根幹となる企業収益を向上させるための
12:00
データマーケティングの取り組み方についてお話し
デジタル
マーケティング

バック
コミュニ
オフィス ケーション

Webｾﾐﾅｰ

在宅ワークによりコールセンター等の体制を見直
しする際に活用できるAmazonのクラウド型コー
ルセンターの活用方法等をご説明。

株式会社アイディオット

定員30名

の見える化を行ってみませんか？

バック
オフィス

19日
（月）
13:30~
14:30
製造業
向け

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
会場開催

21日
（水）
13:00~
14:00

初心者
向け

する目的を明確にすることが大切。このセミナーでは、目
的に合った最適なツール・サービスの選び方を紹介。

SNS

定員60名

問合せ先 (公財)大阪産業局 大阪産業創造館 ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ事務局

定員50名

製造現場におけるDX推進サポート
事例紹介
現場のテスト・計測・制御システムなど、製造業
におけるDX推進のヒントをつかんでいただけるよ
う、事例を踏まえてご説明します。

無料

体験型

Webｾﾐﾅｰ

中小企業がSNSでマーケティングを
加速する
SNSで顧客に何を届けていくのか。SNSによる
マーケティングの考え方や運用方法、危機管理
など基礎をお伝えします。

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
無料

Web開催

10:00~,11:00~,14:00~,15:00~（各回20分。※）（定員各回4名）

タブレット、ウェアラブル端末を用いて現場作業を遠隔支援｜

株式会社ウェーブフロント

スマホ、タブレット等の端末を使用して現場の映像をリアルタイムで共有、遠隔から現場の対応を体験。

10:00~,11:00~,13:00~,14:00~,15:00~,16:00~（各回45分。※）（定員各回20名）

現場のＤＸを体験できるショーケース展示場｜

株式会社日立システムズ

現場で発生する貴重なデータを活用して推進するDX事例を、実際のショールーム展示設備を使って紹介。
※各回とも内容は同じ。

13:00～14:30（定員20名）

コミュニケーションアプリの活用方法と作成方法について｜
LINE公式アカウントの無料活用方法や作成方法等のご説明。

対象やテーマ、使用
する技術などで分
類したアイコンを示し
ています。
イベントへのご参加
の際の参考としてく
ださい。

ソフトバンク株式会社

13:30～15:30（定員100名）

コミュニケーションツールと一緒に活用！業務アプリ作成体験｜

株式会社ソントレーゾ

Microsoft Teams と Power Platform を組み合わせてアプリケーションの作成を体験。

18:00～19:00（定員30名）

実際に触れてみよう！データ活用のススメ｜

株式会社アイディオット

将来の人口推計を活用したサンプルデータを使って、オンライン上で商圏分析などを体験していただきます。

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

株式会社中央電機計器製作所

定員30名

無料 Webｾﾐﾅｰ
21日
グラフィカル言語を用いて自社で
（水）
お手軽ソフトウェア開発！
15:30~ ソフトウェアの自社製作に最適な、視覚的で取り
17:00
組みやすいグラフィカル言語「LabVIEW」の概

無料 Webｾﾐﾅｰ
28日
食品製造業向け！画像認識AIを
（水）
目視検査で活用するには？
15:00~ 最近よく耳にするAI、画像認識、エッジって何？
17:00 食品製造業向けに「AIとは？」から自社活用イ

要等をご説明します。

製造業
向け

株式会社中央電機計器製作所

株式会社テイジイエル

無料

定員30名
Webｾﾐﾅｰ

入社手続き業務の効率化をテーマにご説明。

ディップ株式会社
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
27日
AI活用が当たり前になるリテール業界
（火）
に今求められるスキルとは？
18:00~ 『DX 時代のリテール業界に求められる AI ｽｷﾙ』
20:00
をテーマに、小売業の AI 活用事例をご紹介し、
小売業
向け

AI

求められるスキルセットについてお話しします。

株式会社キカガク
定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
無料 Webｾﾐﾅｰ
28日
人事DXで企業経営は大きく変わる！
（水）
-メリットと検討の始め方を解説11:00~ 人事DXが求められる背景や実践後のイメージ、
具体的なメリットなどについての正しい理解をめざ
12:00
バック
オフィス

メージを掴んでいただけるよう解説します。

株式会社フツパー

無料 Webｾﾐﾅｰ
29日
（木） WEB会議朝活基礎講座３
（オープンソースのツールを使ってみる）
8:00~ 自社独自のシステムでWEB会議をしてみたい方
8:30
に、オープンソースJitsi Meetを用いた自社での
コミュニ
ケーション

27日
小さく始めるDX！入社手続きを
（火） シンプル・簡単に。
11:00~ 「雇用契約書の用意に手間がかかる」「アルバイ
ト等の入れ替わりが多い」等にお悩みの方などに、
12:00
バック
オフィス

食品製造業
向け

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
26日
DXの取り組み方と勘所
（月） 一言にDXと言っても企業によって必要なDXは
14:00~ 大きく異なります。SIerが持つさまざまな観点とノ
ウハウ、その勘所についてご説明。
14:30

定員30名

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

実際にDXツールを体験できる、オンライン体験型イベントを開催！

20日
（火）

Webｾﾐﾅｰ

株式会社中央電機計器製作所

定員30名

15日 【ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ】
（木） 目的から考える営業のデジタル・DX化
14:00~ ―最適ツール・サービスの選び方―
営業を効率化するデジタルツールは多くありますが、自
16:00
社に合ったツールを正しく選び活用するためには、導入

無料

Webｾﾐﾅｰ

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料

28日
少額から始める見守りDX
（水） 工場や現場にあるシャッター等の開閉状態を題
13:30~ 材に、離れた場所での見守りを手軽に実現でき
る方法についてご説明します。
14:30
製造業
向け

株式会社ノベルワークス

初心者
向け

株式会社ビーガル

Webｾﾐﾅｰ

性について事例と共にお話しします。

定員30名

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
16日
（金） 働き方を見える化！顔認証機で
健康管理＋庶務管理のDX
14:00~ 最近はどこでも見かける顔をかざして表体温を測
15:00
定する機械を使い、社員の健康管理＋働き方

ロジカル・アーツ株式会社
有料

す。今回はﾃﾞｰﾀの活用例も踏まえお話しします。

定員30名

無料

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
16日
データ活用によって見える！企業が
（金）
13:00~ 抱える本当の課題をDXしましょう
どこの企業にも存在している「データ」。自社ﾃﾞｰﾀ
13:45
の価値がわからない等課題はさまざまかと思いま
データ
活用

無料

21日
DXの第一歩 -なぜDXが必要なの
（水） か？本当のゴールとは？14:00~ DXとは何？なぜ必要？現状の把握と今すべき
こと、DXにより生まれる新しい価値や未来・可能
14:30
初心者
向け

株式会社アイ・ピー・エス

定員50名

シナジーマーケティング株式会社

コロナ禍におけるクラウド型
コールセンターの活用

Webｾﾐﾅｰ

注意点やポイントをご説明します。

製造業
向け

します。

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

15日
（木）
14:00~
15:00

無料

15日
まずはここから！
（木）
-「スマート工場」の第一歩15:00~ そもそも「スマート工場」とは何なのか。どこから始
16:00
めればいいのか。特に中小企業が取り組む際の

してお話しします。

株式会社SmartHR

定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

ウェブ会議運営についてご説明。

特許業務法人いしい特許事務所
問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

無料 Webｾﾐﾅｰ
29日
QRコードとスマホではじめる製造業の
（木）
DX
15:00~ 製造現場での工程管理や在庫管理、所在管
16:00
理等を、QRコードとスマートフォンを使って手軽に
QR
コード

行う方法や事例をご紹介します。

株式会社ワイズ・ラブ
定員100名 問合せ 大阪府商工労働部産業創造課

30日
（金）
13:15~
14:00

無料

DXとは具体的に何なのか、なぜ必要なのか、IT
化と何が違うのかなど、わかりづらいDXという言
葉を明確にし、わかりやすくご説明。

株式会社DTSインサイト

初心者
向け

定員30名

Webｾﾐﾅｰ

DX推進検討の第一歩 -IT化とDX-

問合せ 大阪府商工労働部産業創造課
Webｾﾐﾅｰ

無料
29日(木)
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会で競争力を高めるDXｾﾐﾅｰ
30日(金)

いずれも

13:30~
14:50
経営者・
人事担当者
向け

～DX（IT）兼務人材の活用を通じて～
DX（IT）兼務人材とはどんな人材か、企業へ
どのような良い影響をもたらすのかといったイメー
ジ作りの一助となるセミナーです。
＜講師＞
29日 サイボウズ、デジタルハーツ、Google
30日 セールスフォース・ドットコム、ワークアカデ
ミー、日本マイクロソフト

主催 大阪府（各イベントの主催等詳細は下記HPをご確認ください。）
定員100名 問合せ にであう事務局（運営：一般財団法人大阪労働協会）
https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/dx202107.html
本イベントに関するお問合せ
※本チラシに記載されている会社名および
大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課産業化戦略グループ
商品・サービス名は、各社の商標または登
録商標です。
Mail：sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp TEL：06-6210-9485 FAX：06-6210-9296
※各セミナーの内容については、次の各担当へお問合せください。

大阪府商工労働部金融課 Mail：kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp
にであう事務局
Mail：shienkin@l-ork.jp
公益財団法人大阪産業局 Mail：dx-info@obda.or.jp
・大阪産業創造館 ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ事務局 Mail：ope@sansokan.jp
・大阪府IoT推進Lab
Mail：tsujinoi@obda.or.jp

TEL：06-6210-9508
TEL：06-4790-9600
TEL：06-6264-9911
TEL：06-6264-9911
TEL：06-6748-1052

FAX：06-6210-9510
FAX：06-4794-7337
FAX：06-6264-9899
FAX：06-6264-9899
FAX：06-6745-2362

