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■会社概要
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＜ビジョン＞

デジタルシフトでビジネスに新しい波を起こす。

会社名：㈱デジタルシフトウェーブ
資本金：３，０００万円
設立日：２０１７年３月１日
所在地：東京都渋谷区道玄坂

代表者：鈴木康弘

＜ミッション＞

人を育て、企業を変え、未来をつくる。

ＤＸコンサルティング ＤＸメディアサービス 協会運営

Coaching（育てる） Informing（伝える） Connecting（繋げる）



■代表プロフィール

20代

会社

業種 ＳＩベンダー

立場

システムエンジニア
-システム企画
-システム開発
-システム運用

30代

インターネット企業

営業部長
新規事業担当役員

イーショッピングブックス社長

40代

小売企業

セブンネットショッピング社長
グループマーケティングリーダー

取締役執行役員ＣＩＯ
オムニチャネル推進リーダー

50代

DXコーチング＆コンサル

ＤＳＷ代表取締役社長
ＳＢＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社外取締役
日本オムニチャネル協会会長

目的 システムをつくる 会社をつくる 事業をつくる 人をつくる（育てる）
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デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
ＳＢＩホールディングス株式会社 社外取締役
日本オムニチャネル協会 会長

東京都出身

すずき やすひろ

鈴木 康弘

＜著書＞

『成功=ヒト×DX』 プレジデント社 2021年6月発刊

～デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書～

『アマゾンエフェクト！』 プレジデント社 2018年4月発刊
～究極の顧客戦略に日本企業はどう立ち向かうか～



■広がりはじめたデジタル化の波

×

迫りくるデジタル化の波

ＩＴの劇的進化

IOT

社会の大きな変化

デジタル化影響は様々な分野に広がり、既存のビジネスを変革（ＤＸ）させ始めました。
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小売：アマゾン・エフェクト

車：コネクテッドカー・エフェクト

デジタル化によるビジネス変革（DX）

製造業：ＩＯＴエフェクト 医療：遠隔医療エフェクト

金融：フィンテック・エフェクト

外食：フードテック・エフェクト



■DXの本質

Digital
（デジタル化）

Transformation
（企業変革）

DXは「デジタル化」ではありません、「デジタルを活用した変革」です。

DX
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■暗礁に乗り上げる日本企業のDX

さらに、既存コンサルやシステム会社が従来の考えを変えずに
自社の持つサービスに“ＤＸ”の冠をつけて提案を加速してしまっています。

メディアはこぞって「デジタル化」「ＤＸ」とはやし立て、人々は焦りを感じ、

その結果、現在、多くの日本企業のDXは、暗礁に乗り上げ迷走しています。

多くの企業では「DX」を正しく理解できていない状況ですが、
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日本企業のDX取組み状況 既に開始 検討中
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大企業の「ＤＸ」取組み状況 「ＤＸ」と「デジタル化」の違い説明できず

出典：ドリームアーツ

多くの企業がＤＸに取り組み始めたが、正しく理解できていないままDXに取り組んでしまっています。

■日本企業のDX取組みの現状
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■ 暗礁に乗り上げてしまう理由

Ｃａｓｅ１．経営者はDXが必要だと感じているが、相談できる人がいない。

Ｃａｓｅ３．マーケ部門に任せても、デジタル販促ばかりで何も変わらない。

Ｃａｓｅ４．システム部門に任せても、システムツールの導入が増えるばかり。

Ｃａｓｅ５．コンサルやシステム会社任せで、社内は変わらず活動が消滅してしまう。

共通する要因は「他者任せ意識」となっていて、「DXの目的が不明確」ことです。

Ｃａｓｅ２．専任部門を設置しても、ノウハウ不足で戦略が立てられない。
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ＤＸで暗礁に乗り上げる企業が増加。大きく５つの失敗ケースがあります。



■ＤＸはユーザ・システム会社双方の意識改革が必要
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意識
改革

収益に直結する
既存ビジネスの
付加価値向上

新規デジタル
ビジネスの創出

（デジタルビジネス）

効率化・省力化を目指した
ＩＴによる既存ビジネスの代替

Ｄ
Ｘ
成
熟
度

時間

＜ＤＸの目的による結果の違い＞

ユーザ会社 収益向上に
向けた共創

システム会社

ユーザ会社 効率化を
目指したIT

システム会社

＜ユーザ/システム会社の変革＞

DXは、従来の効率化・省力化のIT導入から脱却し、収益向上に向けた意識改革がです。



DXのゴールはWellbeing（幸福）であり、段階的に進めることが成功への近道です。

５．【風土定着】 変革を組織に定着させる

３．【業務改革】 未来のゴールを設定し業務を改革する

４．【システム導入】 自社でＩＴをコントロールする

１．【意識改革】 経営者・幹部が意識を変え決意をする

２．【戦略立案】 DX推進体制の整備・DX戦略の立案をする

■当社が考えるＤＸを成功に導くアプローチ
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『成功＝ヒト×ＤＸ』
著者 鈴木康弘

発行 プレジデント社

～ＤＸ成功ステップ～

Ｄ
Ｘ
戦
略
支
援

Ｄ
Ｘ
推
進
支
援

当社サービス



■ＤＸコンサルティングサービス

DXのアドバイスから、DX戦略立案、各種プロジェクトの円滑な推進の支援を実施いたします。

DXアドバイス

経営者、またはＤＸ責任者を対象として、
DX推進において発生する様々な課題に
つき的確なアドバイスをさしあげます。
また、DX戦略立案支援以降の様々な
フォローを差し上げます。

DX推進のアドバイス
（半年契約自動更新：月1回）

DX戦略立案

お客様の現状をマクロ視点で整理し、
DXの戦略立案を実施いたします。
戦略立案は、TOC（全体最適）思考を
用い、お客様に最適なゴールの設定か
ら戦略の立案を実現できます。

DX方針＆戦略立案
（半年契約：月2回）
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DX推進支援

お客様のDX戦略に基づき、業務改革・
システム改革のご支援をいたします。
またプロジェクトの推進につきましても、
PMOとして貴社プロジェクトリーダーを
ご支援いたします。

DXプロジェクトの円滑な推進
（業務内容に合わせ個別見積り）



■ＤＸ戦略推進の進め方

貴社の戦略立案からプランニングまでを支援する同時に、戦略思考を高めることができます。

全世界的に有名な『ザ・ゴール』などの著者である、イスラエルの物理学者、
エリアフ・ゴールドラット博士により開発された全体最適マネジメント理論のこと。
今回は、その内、3つの道具（ブランチ・クラウド・アンビシャスターゲットツリー）
を活用した「TOC思考プロセス（全体最適の問題解決手法）」で整理を実施。
論理的に問題の本質を捉えて解決し、部分最適化されてしまっているビジネス
を全体最適化させることが可能。 ※当社は株式会社Goldratt Japanと戦略的な提携をしています。

■TOC理論とは、、、

貴社が抱える課題を体系的に紐解いて、将来の目指す姿を設定す
る為に、コアメンバーにてTOC理論（全体最適）による整理を実施。

■戦略支援について

その後、具体的なDX推進プラン案
の策定を実施。

同時に貴社コアメンバーの
DX知見・論理思考を高める
ことを目的としています。

貴社キーマンへのインタビュー

コアメンバーへのインタビューを
とおして、貴社の現状を整理

コアメンバーインタビュー SWOT分析

TOC理論（全体最適）による整理・
ディスカッション

戦略における段階的実行の考えに基づいた、
各戦略のミステリー分析の実施・修正

ブランチによる
戦略立案

アンビシャス
ターゲットツリー

クラウドによる
対立解消

DX推進プラン案の策定

クロスSWOT分析による、
各種施策策定と推進プラン案の作成

DX推進プランの
策定

DX推進プラン案



■ＤＸ推進支援の進め方

貴社の将来業務をイメージしたシステム構築をともに考え、実現していく支援を実施いたします。

多くの会社では、システムベンダーに依存していることが多く、プロジェクトの
進行に不安を抱えています。私たちはお客様のPL（Project leader)を
PMOとしてご支援することにより、要件定義から開発・テスト管理をベンダー
を適正にコントロールして、確実で安全なプロジェクト進行を実現します。

■PMO（Project Management Office)とは、、、

DX戦略支援にて明確になったDX戦略を具体的に推進します。
DX推進あたり、基本的な考えは「将来をイメージした業務改革」
「極力開発をしないシステム導入計画立案」、「ベンダーに依存しな
いプロジェクト推進」です。

■DX推進支援について

これは、現状業務にシステムを合わせようとする
ために、従来のシステム構築のアプローチでは、
独自の開発が増えてしまい、投資対効果が低
いシステム導入が多い現状からの脱却を目的
としたアプローチです。

現状ビジネス全体を把握

ビジネス全体（業務＆システム）
の現状を調査しガラス張り化する。

課題を明確化・原因を追究

業務、システムの課題を明確化、
根本原因を追究する。

解決策を策定・プロジェクト化

将来を意識した解決策を考え、
優先度を決め、プロジェクト化する

自社主導のプロジェクト推進

ベンダー依存しない顧客主導の
プロジェクト推進をPMOとして支援。



■DX専門マガジン『DXマガジン』

ＤＸマガジンは、ＤＸ人材を育成し・企業のサービス・思いを伝えことのできるサイトです。 14



■ＤＸマガジンの活用方法

DXマガジンを活用することで、DXの知識や知見を高め、サービスや思いを伝えることができます。

自社のサービスや企業や経営者の思いを記事化することにより、自然な形で
マーケットでの認知を高めることができます。

■自社のサービスや思いを記事にする

DXマガジンのDXに関する最新ニュース、インタビュー、連載により、旬な知識
学び、コラムでは、DXを成功させるための思考を学ぶことができます。また、
DXを学ぶための書籍の紹介や用語集にも便利に活用できます。
さらに、DX実践セミナーでは、第一線で活躍されているDX実践者をお招きし
て、実践的な経験を知り知見を高めることができます。

■DXの知識や知見を高める

ＤＸ最新ニュース ＤＸインタビュー＆連載 DXコラム

ＤＸ書評 ＤＸ用語集 DX実践セミナー

■ 年齢層
～20代

12%

30代

19%

40代

34%

50代

25%

60代～

10% 男性

58%

女性

42%

■ 性別
経営層

29%

部長クラ

ス以上

31%

課長ク

ラス

11%

係長・主任クラス

1%

一般社員・

■ 役職

メディア基本情報

記事掲載の流れ

DXマガジンのコンテンツ



■業界の壁を超えた共創の場「日本オムニチャネル協会」

業界の壁を超えて、DXを学び・交流することにより、企業や人が共創することができる場です。 16

2022末現在
２20社300名



協会に参加することで、「人が育ち、企業を変え、未来をつくる」人材を育てることができます。

普段は交流のない業界の人々との深い交流を続けていくことで、信頼関係
が構築されてきます。その信頼関係の上で、互いに自社の長所・短所を理解
することで、相乗効果を発揮した新たな価値を生み出す機会に恵まれます。
協会は、自分だけは、自社だけでは、自業界だけでは出来ないことが、共創
により新たなビジネスを生み出す場として活用することができます。

■出会った人と共創することができる

日本企業は、過去の経験に縛られイノベーションが起こせずにいる企業が、
多くあります。その理由の一つとして、自社内でだけで考えているからです。
日本オムニチャネル協会では、「業界・企業・組織の壁を超えた共創」をテー
マに2020年に設立、活動を続けています。様々な部会や分科会で、背景の
違う人々が語り、懇親会や海外視察で交流を深めることで、参加者は新たな
気づきを得て、変革意識を高め、自社の変革に活かすことができます。

■人に出会い学ぶことができる

■日本オムニチャネル協会の参加意義



■クライアント事例
①大手衛星放送会社 （コンタクトセンターDX化）

DX戦略支援

コンタクトセンターの応答品質、生産性向上、離職率低下を目的と
したプロジェクト。顧客からの問合せをＡＩを活用する回答支援シス
テムを実現。現在は、この仕組みを外販するところまで成長。

JOA参加DX推進支援 DXマガジン

⑥中堅出版社（全社DXの推進）

全事業の変革とデジタル化を段階的に目指すプロジェクト。
DXの戦略立案から、DX組織の構築、人材育成に取り組んでいる。
まったく新しい新規事業の立案も計画中です。

③大手外食チェーン （全社DXの推進）

全事業の変革とデジタル化を段階的に目指すプロジェクト。
複雑化したシステムの健康診断から始め、業務改革の検討に入り、
その後、ＤＸ推進ＰＪ立上げ・推進と段階的に取り組んでいる。

④中堅宝飾専門店 （全社DXの推進）

全事業の変革とデジタル化を段階的に目指すプロジェクト。
ECリニュアルからから始め、本格的なDXに取組み開始。
DX戦略立案からプロジェクトの推進を段階的に取り組んでいる。

代表的な事例。創業以来３０社を超える様々な業種のDXをご支援し、多くの会社を自立に導いています。

⑤大手システム会社（ＤＸ戦略支援＆教育）

ＳＩを中心としたシステム会社のＤＸビジネス転換の支援。
DXの進め方の実践教育、クライアントへの同行、製品化のご支援
などを通してＤＸ推進ノウハウを伝授しています。
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DX戦略支援 JOA参加DX推進支援 DXマガジン

DX戦略支援 JOA参加DX推進支援 DXマガジン

⑤大手化粧品会社 （ＥＣサイト導入支援）

ＥＣサイトの企画からプロジェクト推進までを支援。
システム導入支援だけでなく、導入後の業務の組立までを支援。
マルチベンダーの統制も支援している。

DX推進支援 DXマガジン

DX戦略支援 JOA参加DXマガジン DX戦略支援 JOA参加DXマガジン



デジタルシフトウェーブ

株式会社デジタルシフトウェーブ
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-３ プレミア道玄坂ビル６F
E-Mail : info@digitalshiftwave.co.jp TEL : 03-5428-5510 
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