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日経BP社

2018年3月8日（木）・9日（金）【展示会】10：30～18：00 【セミナー】10：00～17：40（予定）会 期

会 場 主 催

後 援

KANSAI 2018

ソリューションステージ・スケジュール ※講演内容、登壇者は変更になることがあります。

3月9日（金）3月8日（木）
11：00～11：20
クロステック元年、ITの最新トレンドはこれだ
　　日経BP社
　　　情報技術メディア発行人補佐　中村 建助
13：00～13：20
ソフト産業プラザ発！テクノロジーで課題解決に挑戦する起業家＆サービス
　　ソフト産業プラザ 
　　　所長　加味 昇 氏　
　　ペッシェ   
　　　代表取締役　米田 大介 氏 
　　プロジェクト・ルネサンス
　　　代表取締役　玉置 典利 氏
13：40～14：00
ソフト産業プラザ発！テクノロジーで課題解決に挑戦する起業家＆サービス
　　ソフト産業プラザ 
　　　所長　加味 昇 氏
　　toraru 
　　　社長　西口 潤 氏 
　　ホルトプラン
　　　社長　林 泰正 氏
14：20～14：40
大阪発！成長分野で輝く企業～大阪トップランナー育成事業～
① 大阪トップランナー育成事業の紹介
　　大阪市経済戦略局　立地交流推進部　事業創出担当課長代理
　　　澤井 一 氏
② 働き方改革、健康経営、離職防止を推進するアプリ「Habi*do」
　　Be & Do
　　　代表取締役／CEO　石見 一女 氏
③ IoTエッジのインテリジェント化：低消費電力・低コストAI
　　ポコアポコネットワークス
　　　代表取締役社長　武部 秀治 氏
15：00～15：20
現場主導で課題解決！業務アプリ作成ツールAppSuite実演紹介
　　ネオジャパン
　　　マーケティング統括部　市村 英二 氏
15：40～16：00
「働き方改革」ガンガン試してわかったこと
～テレワーク＆在宅勤務 奮闘記～
　　ソフトクリエイト
　　　営業本部　事業推進部　営業企画グループ　主任　林 久樹 氏

11：00～11：20
クロステック元年、ITの最新トレンドはこれだ
　　日経BP社
　　　情報技術メディア発行人補佐　中村 建助
13：40～14：00
現場主導で課題解決！業務アプリ作成ツールAppSuite実演紹介
　　ネオジャパン
　　　マーケティング統括部　市村 英二 氏
14：20～14：50
神戸市①　神戸から世界へ！　注目のITスタートアップたち
第1部　神戸市がなぜルワンダなのか
 ～ICT立国を旗印に急成長するアフリカ随一の注目国
●神戸市の取り組み概要
　　神戸市新産業創造担当課長　
　　　多名部 重則 氏
●トークセッション　「ルワンダのITビジネス事情～経済交流事例紹介も～」
　　神戸デジタルラボ　 
　　　中西 波瑠 氏 
　　神戸市　アフリカ神戸リエゾンオフィサー
　　　ハサン・ケデュール・エドリス 氏
●質疑応答
14：55～16：15
神戸市②　神戸から世界へ！　注目のITスタートアップたち
第2部　神戸市発！世界へ／スタートアップによるピッチ
●神戸市の取り組み概要
　　神戸市新産業創造担当課長　
　　　多名部 重則 氏
●スタートアップピッチ
1. アドウェル　小原 一樹 氏　サービス名：SIRU+（シルタス）
　　「食の楽しみ」と「食べて健康」を両立する買い物アプリ SIRU+（シルタス）
2. Momo　大津 真人 氏　サービス名：Palette IoT
　　地方で始めるIoTスタートアップ　
3. ホープイングリッシュ　Charlie Tseng 氏、濱田 美希 氏　サービス名：ホープイングリッシュ
　　今度こそ諦めない、あなたの為の実用英語e-ラーニング　
4. Compass　大津 愛 氏　サービス名：CHOICE！！～オンラインキャリアカウンセリング～
　　採用のミスマッチングはオンラインキャリアカウンセリングで防げるか？
5. NOMAL 近藤 雄太郎 氏　サービス名：Reme
　　「退職します！」と社員に言われる前に　 

出展社一覧

（五十音順　2018年2月28日現在）

Cloud Days 関西 2018
213 IT BRIDGE 沖縄
212 石川コンピュータ・センター
214 エクイニクス・ジャパン
211 NIコンサルティング
210 NECソリューションイノベータ
303 NTTPC
101 FPTソフトウェア
412 協和エクシオ
400 グーグル・クラウド・ジャパン
400 クラウドエース
111 ケイ・シー・シー
202 CompTIA日本支局
200 Sansan
100 GMOクラウド
110 シスコシステムズ
410 シマンテック
302 ゾーホージャパン
400 ソフトバンク
413 ソルクシーズ
312 第一コンピュータリソース
315 ダイレクトクラウド
203 ディー・オー・エス
304 テックビューロ
306 データプロセス
400 トップゲート
411 日経クラウドファースト
300 日本情報通信
313 日本ティーマックスソフト
310 ニュータニックス・ジャパン
414 ネオジャパン
206 ネットレックス
120 バラクーダネットワークスジャパン
311 BCN
305 Biztex
111 ビッツ

410 マクニカネットワークス
204 ミロク情報サービス
Security 関西 2018
712 アイマトリックス
811 ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
810 SBクリエイティブ
704 エムオーテックス
703 エンカレッジ・テクノロジ
604 カスタムテクノロジー
802 カスペルスキー 
601 クオリティア
800 ケイ・オプティコム
713 Sky
700 宝情報
705 東京エレクトロン デバイス
710 バリオセキュア
714 プロット
801 丸紅情報システムズ
706 ラネクシー
IoT Japan 関西 2018
220 アバール長崎
234 大阪市IoT推進ラボ
235 大阪府IoT推進ラボ
236 滋賀県IoT推進ラボ
230 情報処理推進機構
225 トマトランド
233 奈良県IoT推進ラボ
222 ベリサーブ
232 広島県IoT推進ラボ
231 美波町IoT推進ラボ
FACTORY 関西 2018
322 EPLAN Software & Services
323 NTTデータ関西
320 ジェムアルト
221 プロトラブズ

ビジネスAI 関西 2018
821 コグニティ
723 産総研　人工知能技術コンソーシアム
820 セールスフォース・ドットコム
721 DataRobot
822 Digital Stacks
720 日本ソフト開発
働き方改革 関西 2018 
510 HDE
515 SCSK
513 NTTテクノクロス
503 オービックビジネスコンサルタント　
500 オクムラ
400 グーグル・クラウド・ジャパン
400 グルーヴノーツ
505 サクシード
612 ソフトクリエイト
400 電算システム
501 ドコモ・システムズ
512 ナレッジスイート
611 日鉄日立システムエンジニアリング
520 日本デジタルオフィス
504 日本マイクロソフト
613 パシフィックネット
610 パナソニック　ネットソリューションズ
500 パラレルス 
511 ビュージックス コーポレーション
615 ユーザーローカル
620 LINE WORKS
600 レノボ・ジャパン
514 ロココ
大阪商工会議所パビリオン
730 INAP Japan
731 梅田電機
732 サン・エンジニアリング
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発売1ヶ月で2万部突
破！

amazonランキング　第１位
（経営戦略部門 2017年11月29日調べ）

新規事業担当者も必読！

全世界5万回シェアの
伝説のスライド
が待望の書籍化！骨伝導イヤホン

earsopen®
耳をふさがない
新しいリスニングスタイル

クラウドファンディングで
驚愕の１億円達成！

BoCo株式会社小間番号513



 K-000   KEYNOTE  C-000   クラウド  S-000   セキュリティ／運用管理  T-000   IoT  F-000   FACTORY／製造業ICT  B-000   ビジネスAI  W-000   働き方改革
●講演内容、講師、時間など予告なく変更する場合があります。　●当日受講希望の場合は、直接会場にお越し下さい。満席の場合、ご入場いただけない場合があります。 受 講 無 料

セミナーコード凡例
K-10○P

セミナー会場を表します

サーバレスアーキテクチャで実現！ 
「M-1グランプリ」敗者復活戦投票システム
開発のポイント
朝日放送 
技術局開発部
小南 英司 氏

K-10P KEYNOTE

人材ビジネスをAIで革新！ 
技術系人材サービス大手
「フォーラムエンジニアリング」の挑戦
フォーラムエンジニアリング 
取締役
竹内 政博 氏

K-14P KEYNOTE

地方版IoT推進ラボ特別セッション 
「世界につながる、イノベーションを地方から！」

K-16P KEYNOTE

非効率な社内業務をなくす 
現場から始められる働き方改革の手法
ネオジャパン 
マーケティング統括部
市村 英二 氏

W-13R 働き方改革

ついに金融・教育業界も！今こそはじめよう！
企業でのクラウドストレージ活用 
ソルクシーズ 
クラウドサービス事業部
石部 智則 氏

C-14R クラウド

Microsoft Teams＋『do！attach』＝会議改革
日本デジタルオフィス 
代表取締役
濱田 潔 氏

W-15R 働き方改革

人工知能技術の社会実装 
～サイバー・フィジカルイノベーションに向けて～ 
産業技術総合研究所　
人工知能研究センター 首席研究員
本村 陽一 氏

B-16R ビジネスAI

Windows10もスマートフォンも一元管理！
業務自動化でIT担当者を開放する
エムオーテックス 
クラウドサービス本部 本部長
池田 淳 氏

S-13S セキュリティ／運用管理

サイバー攻撃の巧妙化に立ち向かうために
今見直すべきアクセス管理の勘所 
エンカレッジ・テクノロジ 
取締役 事業推進部長
日置 喜晴 氏

S-14S セキュリティ／運用管理

AIを用いた情報漏えい防止対策、
送信メールモニタリングシステム 
アイマトリックス 
カスタマーリレーションズ 西日本 マネージャー
吉田 健太 氏

S-15S セキュリティ／運用管理

デバイスが変われば働き方が変わる！ 
デバイスで実現する働き方改革のご紹介
日本マイクロソフト 
Windows & デバイス ビジネス本部
永井 健多 氏

W-11T 働き方改革

AIチャットボットで働き方改革を実現 
～顧客サポートと社内コミュニケーションを劇的に改善する
ユーザーローカル 
COO
渡邊 和行 氏

W-13T 働き方改革

レガシーをクラウドへ（Mainframe&Oracle 
to Cloud） －クラウド型のデータベースの紹介
と移行性分析及び移行手順の紹介 
日本ティーマックスソフト 
副社長／製品＆ソリューション最高責任者
羅 鍾弼 氏

C-14T クラウド

だれでもわかるハイパーコンバージド
-Nutanixが実現する次世代基盤 
ニュータニックス・ジャパン 
西日本営業本部 本部長
浜川 健太郎 氏

C-16T クラウド
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奈良県産業振興総合センター 
生活・産業技術研究部
IoT推進グループ 主任研究員
林田 平馬 氏

美波町IoT推進ラボ
美波町役場
総務企画課 主査
鍜治 淳也 氏

大阪市IoT推進ラボ
大阪市経済戦略局 
理事
吉川 正晃 氏

「脅し取る」から「盗み取る」へ。
変化するサイバー攻撃と対策。  
カスペルスキー  
コーポレートビジネス本部 エンジニアリング統括部 統括部長
関場 哲也 氏

S-25S セキュリティ／運用管理
グループウェア+EUC2.0で現場のモチベを
上げる働き方改革  
ネオジャパン
マーケティング統括部 プロダクトマーケティング マネージャー
山田 志貴 氏

W-25R 働き方改革

クラウドパートナーさまにオススメ！
誰でも簡単、クラウドで作るWAN  
NTTPCコミュニケーションズ 
サービスクリエーション本部 第二サービスクリエーション部 部長
三澤 響 氏

C-24T クラウド
「スマホで仕事をする」と現場で成果が出る 
～現場で成果を出すコミュニケーション改善の
ポイントを解説～ 
ワークスモバイルジャパン  
執行役員
萩原 雅裕 氏

W-24P 働き方改革

「未来型企業」への働き方改革 
～生産性向上・共創を実現、事例に見る
変革ポイント～
レノボ・ジャパン 
コマーシャル製品事業部 Think製品プラットフォームグループ 部長
大谷 光義 氏

W-25P 働き方改革

RPA/AIを活用した電通「働き方改革」の取組
電通
ビジネスプロセスマネジメント局 
業務推進室長
小栁 肇 氏

K-27P KEYNOTE

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）に
おけるAI技術の活用と展望 
三菱東京UFJ銀行
デジタル企画部長
相原 寛史 氏

K-26P KEYNOTE

回転ずしスシローを支える情報システム 
～店舗運営におけるクラウド活用の利点とは 
あきんどスシロー
情報システム室 室長
坂口 豊 氏

K-20P KEYNOTE

GEが全世界450拠点で推進する工場デジタル
化によるカイゼンの倍速化 
～ブリリアント・ファクトリーの挑戦～
GEヘルスケア・ジャパン
製造本部 本部長 工場長
藤本 康三郎 氏

K-21P KEYNOTE

新規事業を成功に導く7つのポイント 
～起業の科学／スタートアップサイエンスメ
ソッドを活用する
ユニコーンファーム CEO
 「起業の科学 スタートアップサイエンス」著者
田所 雅之 氏

K-23P KEYNOTE

ネットワーク遅ッ！の原因となる通信を1分で
特定するための技術とその手順を学ぼう！ 
ゾーホージャパン 
ManageEngine & WebNMS事業部 技術部
磯部 太祐 氏

C-22R クラウド

事例と独自の脅威レポートから読み解く～
2018年、これから本当に必要となるセキュリ
ティ対策とは？ 
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
パートナー営業部 シニアテリトリーセールスマネージャ
前嶋 昇 氏

S-21R セキュリティ／運用管理

ハイパーコンバージドインフラを基盤とした
シスコのマルチクラウド戦略 
シスコシステムズ
データセンター／バーチャライゼーション事業担当 マネージャー
小久保 依美 氏

C-23R クラウド

Office365を安全／快適に使うための
セキュリティ強化とSD-WANソリューション 
バラクーダネットワークスジャパン 
セールスエンジニア
澤入 俊和 氏

C-24R クラウド

～WannaCryから働き方改革まで～ 
ITトピックからみるIT資産管理の重要性
ディー・オー・エス
営業企画部 リーダー
山本 桂 氏

C-21S クラウド
クラウド利用におけるセキュリティ 
～データガバナンスとコンプライアンス遵守の必要性～
マクニカネットワークス
Symantec事業統括部 プロダクト営業部 第2課
三浦 勇太 氏

C-21T クラウド

Microsoft Teams＋『do！attach』＝現場改革 
日本デジタルオフィス 
代表取締役
濱田 潔 氏

W-22S 働き方改革

デモで分かる！最新の防御トレンド「ファイル無害
化」と「ネットワーク分離環境下のファイル交換」 
プロット 
常務取締役
坂田 英彦 氏

S-24S セキュリティ／運用管理

製造業のアプリストア構築における
最重要ポイントとは ～誰も教えてくれない
マネタイズを成功させる方法～ 
ジェムアルト
ソフトウェアマネタイゼーション事業部 シニアプリセールスコンサルタント
前田 利幸 氏

F-26S FACTORY／製造業ICT

IoTとAIのつながり、進化し続ける
AIプラットフォームを事例を交えてご紹介 
FPTジャパン
クラウド推進部 部長
トラン クアン 氏

C-22T クラウド

AIとクラウドでコスト以上のコストダウンと
業績アップを実現する「働き方改革」 
NIコンサルティング 
代表取締役
長尾 一洋 氏

C-27T クラウド

2020年以降の自動運転ビジネスを考える
Kudan
COO
項 大雨 氏

K-22P KEYNOTE

ディー・エヌ・エー
オートモーティブ事業部　 
シニアマネージャー
山本 彰祐 氏

パナソニック ソリューション テクノロジー 
データアナリティクス部 
データアナリティクス企画課
中尾 雅俊 氏

米国セールスフォース・ドットコム  
製品開発部 プロダクト・マネージメント 
ディレクター
ケン ワカマツ 氏

サン・エンジニアリング 
代表取締役
岩尾 徳一郎 氏

大阪商工会議所
経済産業部 産業・
技術振興担当 課長
土居 英司 氏

IoTで外国人観光客を店舗に誘客！ 
京都おもてなし”KoI（こい）サービス”とは
京なか
代表取締役
桂田 佳代子 氏

K-27R KEYNOTE

標的型攻撃はやはり入口で対策を 
～入口対策が必要なワケ、添付ファイルに潜む
脅威から情報を守る手段～
クオリティア 
営業本部ソリューション営業部 部長
辻村 安徳 氏

S-23S セキュリティ／運用管理
クラウド時代も変わらない、3匹のこぶたに
学ぶ情報セキュリティ基本のき 
ストーンビートセキュリティ 
シニアセキュリティコンサルタント
伊藤 剛 氏

S-23T セキュリティ／運用管理

ランサム検知、防御から復旧まで超簡単！ 
～自律型エンドポイントによる最新アプローチ～ 
Sentinel One  
ディレクター
田中 克典 氏

S-25T セキュリティ／運用管理

スキマ時間の活用がワークスタイルの変革へと導く！！ 
クラウドサービス導入と利便性と安全性のバランス
HDE
クラウドセールス&マーケティングディビジョン  関西担当ゼネラルマネジャー
池本 誠 氏

W-15T 働き方改革

川崎重工グループにおけるPLMシステムの
全社PaaS提供とIoT・AI活用の取組 
川崎重工業 
企画本部 情報企画部 基幹職
三島 裕太郎 氏

K-17P KEYNOTE
衛星測位サービスが劇的に進化！ 
準天頂衛星システム「みちびき」の最新状況と
利用動向 
内閣府
宇宙開発戦略推進事務局 企画官
坂部 真一 氏

K-17R KEYNOTE

アイ・サイナップ 
代表取締役
江藤 潔 氏

グーグル・クラウド・ジャパン 
カスタマーエンジニア
小林 直史 氏

日本マイクロソフト 
Officeマーケティング本部 
シニアプロダクトマーケティング
マネージャー
吉田 馨一 氏

日本マイクロソフト 
Officeマーケティング本部 
シニアプロダクトマーケティング
マネージャー
吉田 馨一 氏

LPWA＆IoTで冷凍ピザ生地の遠隔温度管理
を実現！ 
～通信コスト削減＆収益拡大の成功事例に学ぶ 
ストロベリーコーンズ
代表取締役
宮下 雅光 氏

K-12P KEYNOTE

セミナーの
最新情報を
ご確認下さい

セミナーの
最新情報を
ご確認下さい

今考える、システム更改を見越した最適な
データ活用環境 
日本マイクロソフト 
クラウド&エンタープライズビジネス本部 データ&AIプラット
フォームマーケティング部 エグゼクティブプロダクトマネージャー
岡本 剛和 氏

C-16S クラウド

デジタル マニュファクチャリングが開発時間を
50%以上短縮 
～開発現場の働き方が変わる
プロトラブズ 
カスタマーサービス部 部長 兼 企画室 室長
横田 哲哉 氏

F-12T FACTORY／製造業ICT

活用の大競争が始まったクラウドAI
――既に成果上げる中小企業も 
日経クラウドファースト 
編集長
中山 秀夫

K-11U KEYNOTE
機械学習の自動化がAIの民主化を
加速するのか？！ 
DataRobot Japan 
データサイエンティスト 
小川 幹雄 氏

B-11R ビジネスAI

残業時間は4分の1に減らせる
～働く人を幸せにする働き方改革のススメ～
ドコモ・システムズ 
クラウド事業部 コンサルティング部 戦略コンサル担当 主査 
エバンジェリスト
浅沼 誠 氏

C-12S クラウド

学習する機械からビジネスが学んだ
データ活用方法 
DataRobot Japan 
チーフデータサイエンティスト　
シバタ アキラ 氏

K-15P KEYNOTE

お役にたちます！大阪商工会議所 特別セッション 
「最前線×最先端で、貴社でもデジタルビジネス革命を！」
INAP Japan
営業部 部長
中村 慎輔 氏

T-26T IoT

関西CIOカンファレンス
主催：関西情報センター（KIIS）

真の安全・安心をめざして
～サイバー攻撃被害から学んだ堅ろう化の
取り組み～
日立製作所
中島 透 氏

【基調講演】14：10～15：00

【円卓会議】15：10～17：00
産業界が求めるサイバーセキュリティ人材像と
その育成・確保
～今求められる、実践力を備えたセキュリティ
人材や組織体制とは～
座長：
神戸大学大学院
森井 昌克 氏
円卓メンバー：
日立製作所
中島 透 氏

情報処理推進機構
片岡 晃 氏

京都産業大学
安田 豊 氏

神戸デジタル・ラボ
三木 剛 氏

産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 
NTTアドバンステクノロジ
川村 亨 氏

提供：DataRobot

※受講希望の方は、直接会場へお越し下さい。

提供：人工知能技術コンソーシアム

提供：FPTソフトウェア

※同時通訳あり 提供：セールスフォース・ドットコム

提供：東京エレクトロン デバイス

提供：宝情報

myEinstein：進化する Salesforce のAI 
- 用途をさらに広げる Einstein の新しい世界
米国セールスフォース・ドットコム 
Sales Cloud担当 エグゼクティブ 
バイスプレジデント & ジェネラルマネージャー
アダム ブリッツアー 氏

B-21U ビジネスAI

一歩先を行く、ハイブリッドクラウドインフラ構築術 
世界最大規模のデータセンター事業者エクイニクス
が提言
エクイニクス・ジャパン 
グローバル・ソリューション・アーキテクト
内田 武志 氏

C-27S クラウド

Google Cloud Platformは何がすごいのか？ 
－GCP概要紹介－
グーグル・クラウド・ジャパン 
カスタマーエンジニア
福田 潔 氏

C-12R クラウド

企業のデジタル化を支えるGoogle Cloudの
最新テクノロジー 
－AI時代のインフラとコラボレーション－
グーグル・クラウド・ジャパン 
事業本部長
塩入 賢治 氏

C-11P クラウド

G Suiteが実現するビジネス変革 
－機械学習がもたらす新しい働き方－
グーグル・クラウド・ジャパン 
アカウント エグゼクティブ
金 成泰 氏

C-26R クラウド

巨大なサービスと膨大なデータを支えるプラットフォーム
～リクルートでのGoogle BigQueryの活用とは？～
リクルートホールディングス
データプラットフォーム
ユニットリーダ
渡部 徹太郎 氏

K-13P KEYNOTE

グーグル・クラウド・ジャパン
シニア アカウント 
エグゼクティブ　
中島 謙二 氏

カスタマーエンジニア
寳野 雄太 氏


