報道関係者各位
【2 月 20 日配信開始】 【無料・オンライン】

ECBO スクエアオンラインセミナー

「スポーツ・エンタメ業界における DX への潮流」
スポーツ・エンタメ業界に特化したチケット流通プラットフォーム「チケットデータセンター」を提供する株式会社 ECBO スクエ
アは、2 月 20 日（土）より「スポーツ・エンタメ業界における DX への潮流」と題する無料オンラインセミナーをオンライン
配信いたします。
ゲスト講師として、野村総合研究所 研究理事 桑津浩太郎様 ・ 横浜DeNA ベイスターズ チケット部 部長 石野貴
久様 ・(一財)インターネット協会理事長 藤原洋様 ・ ダイナミックプラス(株)平田英人社長 ・ playground(株)伊
藤圭史社長をお招きいたしました。

【本オンラインセミナーの背景】
今、スポーツ・エンタメ業界を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。コロナ禍は経済状況に深刻な影響を与え、産業
構造や経済活動にニューノーマル（新しい常態）をもたらしました。
DX が叫ばれるようになって久しい昨今、スポーツ・エンタメ業界も DX を推進し、早急にニューノーマルに移行する必要が

あります。当業界において顕在化した課題をどのように克服し、どんな未来を描くのか？業界トップリーダーの方々にお集
まりいただき課題解決策を議論します。
オンデマンド配信ですので、お好きな時間に何度でも視聴いただけます。ニューノーマルにおけるスポーツ・エンタメ業界の
在り方ついて、この機会に一緒に考えてみてはいかがでしょうか？幅広い関係者のご参加をお待ち申し上げております。
【こんな方におすすめ】
・興行主、プロモータ、販売事業者、システム開発、ソリューション提供者などスポーツ・エンタメ業界に関係する方
・スポーツ・エンタメ業界のＤＸにご関心をお持ちの方
【本オンラインセミナーの概要】
タイトル

ECBO スクエア 第 1 回オンラインセミナー「スポーツ・エンタメ業界における DX への潮流」

講演者

・株式会社野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長
コンサルティング事業本部 副本部長
桑津 浩太郎 様
・株式会社横浜DeNA ベイスターズ ビジネス統括本部 チケット部 部長
石野 貴久 様
・ダイナミックプラス株式会社 代表取締役社長
平田 英人 様
・playground 株式会社 代表取締役社長
伊藤 圭史 様
・一般財団法人 インターネット協会 理事長
藤原 洋 様 ほか

配信日

2021 年 2 月 20 日～2021 年３月 21 日

配信方法

オンデマンド配信（全国どこでも視聴可能）

主催

株式会社 ECBO スクエア

協賛

ダイナミックプラス株式会社様、playground 株式会社様

参加費

無料

申込 URL

https://www.ecbo-sq.com/seminar

お問合せ先

株式会社 ECBO スクエア管理部 オンラインセミナー事務局
０３－６３８４－１２７１
営業時間 10:00～17:00（平日）

【プログラム】
１

時間

内容

15 分

オープニング 株式会社 ECBO スクエアよりご挨拶
株式会社 ECBO スクエア 代表取締役社長
白木 道人
【プロフィール】
早稲田大学文学部卒業後 1991 年キヤノン株式会社入社。2000
年にインターネット総合研究所グループに経営参画。新規事業責任者
を数多く歴任。2016 年㈱ブロードバンドタワー取締役執行役員。
2017 年当社設立、取締役就任。2019 年 9 月より代表取締役社長（現任）

２

40 分

基調講演１
日本政府、産業界の DX 推進
【講演者】
株式会社野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長
コンサルティング事業本部 副本部長
桑津 浩太郎 様
【プロフィール】
1986 年野村総合研究所に入社。情報システムコンサルティング部、関西支社、ICT・メディア産業
コンサルティング部長を経て、2017 年研究理事に就任。 ICT、特に通信分野の事業、技術、マー
ケティング戦略と関連する M&A・パートナリング等を専門とし、ICT 分野に関連する書籍、論文を多
数執筆。

３

40 分

基調講演２
プロ野球球団における DX 推進事例
【講演者】
株式会社横浜DeNA ベイスターズ ビジネス統括本部
チケット部 部長
石野 貴久 様
【略歴】
2012 年 3 月

大学院博士課程修了

2015 年 8 月～日系の総合系コンサルティングファーム入社を経て株式会社横浜 DeNA ベイスター
ズ 入社 経営・IT 戦略部所属
2017 年 11 月～ チケット部 チケット企画グループ グループリーダー
2019 年 11 月～ 経営企画部 経営企画グループ グループリーダー
2020 年 12 月～ チケット部 部長（現任）

４

30 分

特別講演１
コロナ禍におけるプライシング戦略
～ダイナミックプライシング、レベニューマネジメントの導入と活用～
【講演者】
ダイナミックプラス株式会社
代表取締役社長 平田 英人 様
【プロフィール】
1974 年 東京都生まれ。慶應義塾大学卒。三井物産入社後、ICT 事業
本部にて新規事業開発、ベンチャー投資、投資先 IT 企業の経営企画、営業に従事する。2009
年からの米国駐在中に、価格に関する事業の構想を描き、帰国後 2018 年にダイナミックプラス株
式会社を設立。

４

30 分

特別講演２：ニューノーマル時代の興行に求められるテクノロジー
【講演者】
株式会社 playground
代表取締役 伊藤 圭史 様
【プロフィール】
上智大学卒業後、IBM にて戦略/IT コンサル業務に従事。2011 年「実店
舗のデジタル化」特化のデジタルファームを設立し、トランスコスモスへ売却。
2017 年 playground 株式会社を設立。エンタメ DX プラットフォーム「MOALA」を展開し、埼玉
西武ライオンズ、チケットぴあの電子チケットや吉本興業のライブ配信など、エンタメ業界の DX を推
進。スマホに押印できる電子スタンプ等、新技術開発にも注力。

５

60 分

パネルディスカッション
タイトル：スポーツ・エンタメ業界における DX への潮流
【モデレーター】：
一般財団法人 インターネット協会 理事長
（株）ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長 CEO
（株）インターネット総合研究所 代表取締役所長
藤原 洋 様
【略歴】
1954 年福岡県生まれ。1977 年京都大学理学部卒業。東京大学工学博士（電子情報工
学）。日本アイ・ ビー・エム（株）、（株）日立エンジニアリング、（株）アスキーを経て、1996
年 12 月、（株）インターネット総合研究所を設立。同社代表取締役所長に就任、2012 年 4
月、（株）ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO に就任。現在、東京大学大学院数

理科学研究科連携客員教授、SBI 大学院大学副学長を兼務。著書に 2018 年『全産業「デジ
タル化」時代の日本創生戦略』PHP 研究所、『数学力で国力が決まる』日本評論社 他多数。
【パネリスト】
・株式会社野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長
コンサルティング事業本部 副本部長
桑津 浩太郎 様
・株式会社横浜DeNA ベイスターズ ビジネス統括本部 チケット部 部長
石野 貴久 様
・ダイナミックプラス株式会社 代表取締役社長
平田 英人 様
・playground 株式会社 代表取締役社長
伊藤 圭史 様
【株式会社 ECBO スクエアについて】
株式会社 ECBO スクエアは、チケット流通の DX（デジタルトランスフォーメーション）を実現することをミッションとして、
スポーツ・エンターテインメント業界に特化したチケット流通プラットフォームの提供、およびコンサルティングを展開する企
業です。幅広いパートナー企業とシステム連携し、「チケットを売る人」には「売りやすく」、「チケットを買う人」には「買い
やすい」世界を目指してまいります。またコロナ対策に対応した顧客管理方法の確立、無観客ライブ配信や、ダイナミッ
クプライシングの導入、チケットの転売防止策など、With/After コロナ時代に必要とされる新たなサービスの開発や導
入支援にも積極的に取り組んでおります。
■社名：

株式会社 ECBO スクエア（ECBOsquare,Inc.）

■代表者：

代表取締役社長 白木道人

■所在地：

東京都新宿区四谷 1-1-2 四谷見附ビル５F

■設立：

2017 年 10 月２ 日

■事業内容：

・スポーツ・エンターテインメント業界むけ、在庫連携型チケット流通プラットフォーム「ｔDC」の提供
・コンサルティングサービスの提供

■URL：

https://ecbo-sq.com

