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2017年 5月30日（火）～31日（水） 名古屋国際会議場
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名　　　　称

会　　　期
会　　　　場
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後　　　　援

入　場　料
出 展 規 模
来 場 者 数

同 時 開 催
主　　　　催
共　　　　催

Cloud Days 名古屋 2017、ビッグデータEXPO 名古屋 2017、セキュリティ 名古屋 2017、
モバイル&ウエアラブル 名古屋 2017、IoT Japan 名古屋 2017、ワークスタイル変革 名古屋 2017、
FACTORY 名古屋 2017
2017年　5月30日（火）～31日（水）
名古屋国際会議場
日経BP社
愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、一般財団法人中部生産性本部、
一般社団法人愛知県情報サービス産業協会、一般社団法人中部産業連盟、
独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、
あいちベンチャーハウス(株式会社名古屋ソフトウェアセンター）、中部アイティ協同組合、
名古屋大学未来社会創造機構、名古屋中小企業振興会
3,000円（消費税込、事前登録者・招待券持参者は無料）
131社　162小間
4,413人

Japan VR Summit Nagoya 2017
グリー、一般社団法人VRコンソーシアム
日経BP社

●日別来場者数

●会場図

●開催概要

来場者数

セミナー受講者数

5月30日（火）

2,349人

2,981人

5月31日（水）

2,064人

2,312人

合計

4,413人

5,293人

●出展社・協賛社一覧
718 アークスジャパン
212 アールスリーインスティテュート
722 アイシーソフト
816 愛知県IoT推進ラボ
717 ITCS
333 アイネット
624 アイマトリックス
622 アシスト
538 アシスト
513 アスク
411 アセットメント
111 アマゾン ウェブ サービス ジャパン
612 アマノ
612 アマノビジネスソリューションズ
802 アルファコード
セミナー EMCジャパン
331 石川コンピュータ・センター
726 インテリジェンス
324 インプレス
335 ヴイエムウェア
638 ウイングアーク1st
713 ウェブサーブ
424 ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
720 ウルトラエックス
633 HMSインダストリアルネットワークス
113 HDE
804 HTC Corporation
715 エクシード・ワン
314 SBクリエイティブ
225 NECソリューションイノベータ
412 NTTデータ
516 NTTテクノクロス
634 FPTソフトウェア
720 MSドリーム
626 エムオーテックス
811 大阪府IoT推進ラボ
226 オービックビジネスコンサルタント
533 OKI
818 加賀市IoT推進ラボ
715 Capy
435 QNAP
115 グーグル・クラウド・ジャパン
セミナー クオリティア
111 グローバルワイズ
711 KIT
618 ケイ・シー・シー
セミナー KDDI
212 コラボスタイル
621 サイバーソリューションズ
212 サイボウズ
535 ザイリンクス
615 サクシード
813 鯖江市IoT推進ラボ
332 Sansan
425 三和コムテック
715 シースリーインデックス
724 シーメンス
635 ジェムアルト
812 滋賀県IoT推進ラボ
819 静岡県IoT推進ラボ
436 システムズ
616 シネックスインフォテック
515 ジャパンメディアシステム
335 新日鉄住金ソリューションズ
422 Sky
511 住友電工情報システム
211 セールスフォース・ドットコム
115 ソフトバンク
セミナー ソフトバンク
315 第一コンピュータリソース
313 ダイレクトクラウド
426 宝情報
632 ダッソー・システムズ／SCSK
421 中電シーティーアイ
325 中部テレコミュニケーション
525 ディー・オー・エス
524 ディー・ディー・エス
231 ティントリジャパン
712 デージーネット
714 データ・デザイン
725 テクノア
セミナー テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
431 デュプロ販売
111 TOKAIコミュニケーションズ
セミナー 東京エレクトロン デバイス
721 トーテックアメニティ
803 豊田ハイシステム
531 トレンドマイクロ
815 名古屋市IoT推進ラボ
114 ナレッジスイート
414 日本IBM
423 日本アクセス
321 日本オラクル
セミナー 日本システムウエア
719 日本システム開発
433 日本情報通信
534 日本ソフト開発
セミナー 日本マイクロソフト
111 日本ラッド
323 ニュータニックス・ジャパン
333 ネオジャパン
334 ネットジャパン
611 ネットプロテクションズ
224 ネットレックス
716 ハーティスシステムアンドコンサルティング
625 萩原電気
817 白山市IoT推進ラボ
523 パシフィックネット
631 パナソニック ソリューションテクノロジー
213 パナソニック ネットソリューションズ
232 バラクーダネットワークスジャパン
112 パラレルス
521 バリオセキュア
527 ハンモック
613 BCN
セミナー 日立ソリューションズ
512 富士通
221 フューチャーイン
434 プロット
537 プロトラブズ
723 ベリサーブ
－ ポノス
312 丸紅情報システムズ
814 三重県IoT推進ラボ
413 ミライコミュニケーションネットワーク
311 ミロク情報サービス
636 メガコスモ
－ 森ビル
514 山口県防府市/防府地域振興
223 ユーコム
335 ユニアデックス
セミナー ユニアデックス
801 ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン
614 楽天トラベル BTM事業グループ
526 ラネクシー
222 レッドハット
415 レノボ・ジャパン

●セミナー講演一覧

台湾ラーメン
ゼルビーノフードコート

出口 入口

JVRS Show Case

ヴイエムウェア/
新日鉄住金ソリューションズ/
ユニアデックス

C

D

B

A

セミナースケジュール【5月30日（火）】 
時間 A会場 B会場 C会場

10:00
▼

10:40

K-10A KEYNOTE
クラウド環境で動作する内製の 
グループウェアでワークスタイル
変革を図る積水化学
積水化学工業
経営管理部　情報システムグループ長
原 和哉 氏

11:00
▼

11:40

K-11A KEYNOTE
事例で分かった、クラウド
導入のつまずきポイント
日経クラウドファースト　
編集長
中山 秀夫

C-11B  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
Google Cloud 
シニア アカウント エグゼクティブ
勝谷 北斗 氏

C-11C  クラウド
IoTプロジェクトはここで行き詰る！デジタル
変革を成功させるための企業の心得
EMCジャパン
マーケティング本部　
プリンシパルマーケティングプログラムマネージャー
若松 信康 氏

12:00
▼

12:40

K-12A KEYNOTE
「町工場でも成果の出せるIoT！」
～昭和の機械も接続～
i Smart Technologies
代表取締役社長 CEO
木村 哲也 氏

T-12B  IoT
「IoT」「Fintech」「Cloud」の
日本市場での実践事例のご紹介
FPTジャパン
新規事業推進本部 
アライアンスマネージメント部 部長
前野 好太郎 氏

C-12C  クラウド
IoT時代のオープンソースの歩き方 
～組込みからクラウドまで
レッドハット
テクニカルセールス本部
ソリューションアーキテクト
橋本 賢弥 氏

13:00
▼

13:40

C-13A  クラウド
アマゾン ウェブ サービスで実現する
クラウドのビジネス展開のヒント
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
アライアンス営業本部
福沢 亮一 氏
TOKAIコミュニケーションズ
法人営業本部 クラウドソリューション推進室
武井 誠 氏
グローバルワイズ
代表取締役
伊原 栄一 氏

F-13B  FACTORY
事例に学ぶ！製造大手も始めた工場に
おけるサイバーセキュリティの最新動向
トレンドマイクロ
プロダクトマーケティング本部
ソリューションマーケティンググループ
プロダクトマーケティングマネージャー
上田 勇貴 氏

C-13C  クラウド
クラウドサービス活用で 
セキュアな働き方改革を
HDE
事業開発室
室長
辻 悠太 氏

14:00
▼

14:40

C-14A  クラウド
AIをすべてのひとのために 
～ビジネスをスマートにする
人工知能の活用方法
セールスフォース・ドットコム
プロダクトマーケティング  ディレクター
田崎 純一郎 氏

F-14B  FACTORY
モノの売れない時代に製造業が利益を伸ばすには 
～不正複製と盗用防止、最適化とリスク削減
を可能にする、新しいビジネスモデル～
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

C-14C  クラウド
グループウェアは残業を減らす
手段となるか？ 
～現場から始める業務改善・働き方改革～
ネオジャパン
マーケティング統括部
市村 英二 氏

15:00
▼

15:40

C-15A  クラウド
kintoneでビジネスを加速させる
『現場主導』の業務改善
サイボウズ
kintone エバンジェリスト
渋谷 雄大 氏
アールスリーインスティテュート
Chief Innovation Officer
金春 利幸 氏

C-15B  クラウド
ソフトバンクが紹介！「G Suite」と
「Dialpad」で実現する働き方改革
ソフトバンク
戦略事業統括部 クラウド事業推進部 課長
藤田 康佑 氏
Dialpad Japan
VP of Sales
杉水流 智之 氏

W-15C ワークスタイル変革
楽天トラベルが提案する「出張旅費の
可視化と削減」成功事例のご紹介！
楽天
トラベル事業
BTM事業グループマネージャー
屋代 有俊 氏

16:00
▼

16:40

K-16A KEYNOTE
◆セッション1
「IoTの利活用の促進に向けて 
～愛知県IoT推進ラボの紹介～」
愛知県 産業労働部産業振興課次世代産業室 室長
佐々木 靖志 氏
◆セッション2
「“IoT”時代、ものづくり王国愛知からのチャレンジ」
愛知県立大学 情報科学共同研究所 所長
小栗 宏次 氏

F-16B  FACTORY
IoTネットワークがつくる 
企業価値創出とは？
OKI
IoT プラットフォーム事業部
スマートコミュニケーションビジネスユニット
ビジネスユニット長
山本 高広 氏

C-16C  クラウド
失敗しないクラウドPBX導入の極意 
～トライアルパッケージのご紹介～
ソフトバンク
SE 本部 
UCサービス第 2部 部長　
前川 明海 氏

時間 D会場 E会場 F会場

10:00
▼

10:40

R-10E  Japan VR Summit
プレミアムセッション（有料）
◆ セッション1 ◆
VR2.0 の世界
東京大学大学院
情報理工学系研究科  
知能機械情報学専攻 教授
廣瀬 通孝 氏
◆ セッション2 ◆
これが世界だ！ 
VR/AR × 製造業の最新事例
GREE VR Capital
CEO and Managing Director 
筒井 鉄平 氏
◆ セッション3 ◆
都市開発デベロッパーが考える
都市と車とVRの使い方
森ビル
都市開発本部 計画企画部  
メディア企画部 部長
矢部 俊男 氏
◆ セッション4 ◆
Mixed Realityで働き易い工場
を作る ― 大規模 3Dモデルに
よる検証の実際
トヨタ自動車
エンジニアリング IT 部 主幹
榊原 恒明 氏
ラティス・テクノロジー
代表取締役社長
鳥谷 浩志 氏
◆ セッション5 ◆
安全教育へのVRの展開と 
普及に向けた取り組み 
～デジタルで災害を無くす～
明電舎
常務執行役員
竹川 徳雄 氏
◆ セッション6 ◆
MR技術を活用した流体解析 
シミュレーションの3D体感システム
三機工業
技術研究所 建築設備開発部  
建築設備 2グループ マネージャー
福森 幹太 氏
◆ セッション7 ◆
四輪車開発・生産準備における
ヴァーチャルリアリティ活用状況
本田技術研究所
四輪 R&Dセンター 鈴鹿分室  
開発推進 BL 主任研究員
西川 活 氏

◆ ネットワーキングパーティ

F-10F  FACTORY
【パネル・ディスカッション】
スマート工場を実現する 
「新世代ラインビルダー」の条件
＜パネリスト＞
ジェイテクト
取締役副社長 工作機械・メカトロ事業本部本部長
井坂 雅一 氏
ABB
取締役バイスプレジデント 
ロボティクス＆モーション事業本部長
吉田 剛 氏
Saleck Consulting
President（IVI エバンジェリスト）
Axel H. Saleck 氏
＜総合司会＞
日経テクノロジーオンライン／日経ものづくり記者
高野 敦

11:00
▼

11:40

C-11D  クラウド
Skype for Business Onlineで
解消するコミュニケーション課題
KDDI
ソリューション推進本部　
IPコミュニケーション部
木下 裕司 氏

12:00
▼

12:40

S-12D  セキュリティ

の高いサイバーセキュリティ対策
の進め方
三和コムテック
SCT SECURE 事業部
岡山 大 氏

13:00
▼

13:40

C-13D  クラウド
 

～導入事例からみるHCIの選び方
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

F-13F  FACTORY
製造のデジタル変革を支えるデジタル
データの連続性とOPC標準規格
ダッソー・システムズ
DELMIA事業部 ディレクター
藤井 宏樹 氏
日本OPC協議会
技術部会 部会長
米田　尚登 氏

14:00
▼

14:40

S-14D  セキュリティ
理想のサイバーセキュリティ対策とは？ 
～ワンストップで実現する真の「多層防御」～
ハンモック
NWS 事業部 営業部 名古屋営業所
所長
西山 宏樹 氏

F-14F  FACTORY
知能化の技術と産業用ロボットの進化が 
もたらす新たな生産現場の将来像
デンソーウェーブ　
ロボット事業部 技術企画部 製品企画室 室長
澤田 洋祐 氏
ザイリンクス　
マーケティング部 シニアマネージャー　
神保 直弘 氏
司会　日経BP社 企画編集委員
三好 敏

15:00
▼

15:40

S-15D  セキュリティ
今必要なセキュリティ対策とは 
～改正個人情報保護法、 
ガイドライン対策について～
ディー・ディー・エス
営業本部 営業技術部 兼 販売促進部
部長代理
石川 竜雄 氏

16:00
▼

16:40

F-16D  FACTORY
IoT時代のものづくりを加速する 
『デジタル・マニュファクチャリング』
プロトラブズ
社長
トーマス・パン 氏
※日本語での講演になります。

K-16F KEYNOTE
もし、嗣永桃子が情シス部長だったら？ 
～アイドルと実現する、超デジタル変革～
＜生徒代表＞ ＜講師＞
嗣永桃子さん 野村総合研究所
 コンサルティング事業本部
 ICT・メディア産業コンサルティング部
 上級コンサルタント
 鈴木 良介 氏提供：沖電気工業

提供：KDDI／日本マイクロソフト

10:25～19:00 10:00～11:30

16:10～16:50

セミナーコード凡例
K-10○A

セミナー会場を表します
※P.2会場マップ参照

16:00～17:15

提供：ソフトバンク／日本マイクロソフト

最新の
セミナー詳細を
ご覧下さい。

セミナースケジュール【5月31日（水）】 
時間 A会場 B会場

10:00
▼

10:40

K-20A KEYNOTE
」TR3A「IPA習学械機るす開展がトールクリ

と、基盤としてのクラウド活用について
リクルートテクノロジーズ
ビッグデータ部 ビッグデータプロダクト開発グループ
奥田 裕樹 氏
ビッグデータ部 ビッグデータプロダクト開発グループ
松田 徹也 氏

11:00
▼

11:40

C-21A  クラウド
日本を救うITの力 
未来のために生産性の向上を実現～POCOで百人力～
日本オラクル
中日本支社
支社長
亀田 弘幸 氏

C-21B  クラウド
Google Cloud Platformのご紹介 
～技術概要と事例紹介～
グーグル・クラウド・ジャパン
Google Cloud カスタマー エンジニア
佐藤 聖規 氏

12:00
▼

12:40

K-22A KEYNOTE
クラウドや IoTを活用した 
新事業創造への期待
経済産業省
経済産業政策局 新規産業室
新規事業調整官
石井 芳明 氏

C-22B  クラウド
【事例解説】生産性向上をもたらす爆速 
オールフラッシュのQNAPストレージ
QNAP
営業部
シニアセールスエンジニア
黒岩 岳也 氏

13:00
▼

13:40

W-23A ワークスタイル変革
デジタル・トランスフォーメーションがもたらす
未来型企業のカタチと働き方革命
～新しい働き方で実現する『共創』と『オープン・イノベーション』～
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

C-23B  クラウド
Office 365、G Suite ユーザーのための 
メールセキュリティ
クオリティア
営業本部 マーケティング部
部長
佐々木 泰 氏

14:00
▼

14:40

C-24A  クラウド
クラウドで変わる企業内通信 
～日本におけるSkype for Business の今
日本マイクロソフト
クラウドプラクティス開発推進本部
シニアプラクティスディベロップメントプロフェッショナル
小松 健司 氏

W-24B  ワークスタイル変革
まだ自社で決済をやっているの！？決済から 
経営を変えるという選択肢
ネットプロテクションズ
マーケティンググループ
長谷川 智之 氏

15:00
▼

15:40

T-25A  IoT
もうここまで来ている！社会、生活、ものづくり
を変革する【つなげるIoT】
OKI
情報通信事業本部 
IoT アプリケーション推進部 
部長
丸井 武士 氏

B-25B  ビッグデータ
そのオールフラッシュの選択、本当に効果ありますか？ 
～IT担当者が知っておくべきオールフラッシュストレージ
のウソ・ホント～
日本IBM
IBMシステムズ・ハードウェア事業本部
ストレージテクニカルセールス
佐々木 貴史 氏

16:00
▼

16:40

R-26A  Japan VR Summit
Japan VR Summit Nagoya / スポンサーセッション 
国内外の製造業におけるHTC Vive の活用事例紹介
HTC Corporation
Director Sales Operation
VIVE JAPAN
西川 美優 氏

C-26B  クラウド
選んではいけない？ビジネスチャット 
～ビジネスチャット比較検討のポイント教えます～
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

時間 C会場 D会場 E会場

10:00
▼

10:40

F-20E  FACTORY
【基調講演】
“Connected Industries” 推進に
向けた我が国製造業の課題と取組
経済産業省
製造産業局 
参事官（デジタル化・産業システム担当）
徳増 伸二 氏

11:00
▼

11:40

F-21C  FACTORY
IoTを利用した現場の見える
化と分析（予防保全の基盤
構築）
ウイングアーク1st
BI 技術本部 BIソリューション部
木村 渉 氏

F-21E  FACTORY
インダストリー4.0を実現する
デジタルエンタープライズの
価値
シーメンス
代表取締役社長兼 CEO
藤田 研一 氏

12:00
▼

12:40

S-22C  セキュリティ
AI/ディープラーニングで進化
を加速するマルウェア検知技術
アイマトリックス
カスタマーリレーションズ　
部長
宮田 健行 氏

R-22D  クラウド
Japan VR Summit Nagoya / 
スポンサーセッション 
HoloLensで広がるビジネスシーン
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン
エバンジェリスト
伊藤 周 氏

A-23E  FACTORY Annex 
　　　～産業IoT実践セミナー～
＜基調セッション＞
「世界のトレンドに見る、製造業IoT
のデジタルトランスフォーメーション
～ハノーバーメッセ 2017を振り返って～」
日本マイクロソフト
業務執行役員 IoTデバイス本部長　
菖蒲谷 雄 氏
◆セッション1＜システム構築＞
「製造業におけるIoTの実現方法と
活用事例」
ユニアデックス
エクセレントサービス創生本部 
IoTビジネス開発統括部 
IoTサービス企画部 チーフスペシャリスト
安原 慎 氏
◆セッション2＜ケーススタディ＞
「モノからコトへ、加速するIoTと製
造業の保守メンテナンス業務改革 
－保守メンテナンス業務改善事例
とConnected Field Service－」
日立ソリューションズ
産業イノベーション事業部 
Dynamics 推進センター 技師
八巻 美紀代 氏
◆セッション3＜プラットフォーム＞
「製造業におけるIoT導入事例を公開 
～スモールスタートから本格展開まで～」
日本システムウエア
ITソリューション事業本部 
ビジネスソリューション事業部 
M2M/IoTビジネス部 マネージャー
大野 博隆 氏
◆セッション4＜データ収集（クラウド）＞
「製造業向けAzure IoTにおけるセキュ
アデバイス運用管理ソリューション」
東京エレクトロン デバイス
IoTカンパニー 
エンベデッドソリューション部 部長代理
西脇 章彦 氏
◆セッション5＜データ活用（解析/AI）＞
「“どう活かせる？”製造現場における
機械学習の役割と具体的な活用方法」
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
ビジネスエンジニアリングディビジョン 
コンサルティンググループ グループ長 執行役員常務
池田 拓史 氏
◆セッション6＜アスク・ザ・スピーカー＞
講師全員とのディスカッション

13:00
▼

13:40

W-23C ワークスタイル変革
富士通が提供するワークス
タイル変革の今、そして未来
富士通
オファリング推進本部
ワークスタイル変革オファリング統括部
オファリング企画部 シニアマネージャー
松本 国一 氏

C-23D  クラウド
ランサムウェアの驚異の実態
とバラクーダネットワークスが 
提供する次世代の保護対策
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
加藤 路陽 氏

14:00
▼

14:40

S-24C  セキュリティ
事例で紐解く、IT資産管理の「最適解」 
～失敗しないツールの選び方～
ディー・オー・エス
営業企画課
技術リーダー
山本 桂 氏

C-24D  クラウド
クラウド時代のモダナイゼーション
最新事情！レガシー再生手法を 
事例と変換デモで解説
システムズ
マイグレーション事業本部 企画推進部 部長
中本 周志 氏

15:00
▼

15:40

S-25C  セキュリティ
AIでマルウェア止めてみた 
－50社の実証結果から見る 
有効性とは－
エムオーテックス
営業推進部 部長
金子 大輔 氏

16:00
▼

16:40

S-26C  セキュリティ
ランサムウェアなんて怖くない！後悔
する前に知っておきたいランサム
ウェア対策のベストプラクティス
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
システムエンジニア部 プリセールスエンジニア
正岡 剛 氏

K-26D KEYNOTE
FinTechは地方産業に 
何をもたらすのか
日経FinTech
編集長
原 隆

提供：沖電気工業

13:00～18:15

セミナーコード凡例
K-10○A

セミナー会場を表します
※P.2会場マップ参照

提供：HTC NIPPON

最新の
セミナー詳細を
ご覧下さい。

調 査 方 法

調 査 対 象

調 査 期 間

有効回答数
調 査 企 画
調 査 実 査

●出展社アンケート概要

調 査 方 法
有効回答数

Web調査
調査対象者に調査依頼メールを送付し、インターネット上の回答受付システムAIDAで回答を収集
「Cloud Days 名古屋 2017/ビッグデータEXPO 名古屋 2017/セキュリティ 名古屋 2017/モバイル&ウエアラブ
ル 名古屋 2017/IoT Japan 名古屋 2017/ワークスタイル変革 名古屋 2017/FACTORY 名古屋 2017/Japan 
VR Summit Nagoya 2017」への来場者
事前登録者と当日会場での登録者のうちメールアドレスが分かり、なおかつ日経BP社からのメール受信を許諾した 
2 ,783 人
2017年6月19日(月曜日)から7月2日(日曜日)午後11時59分まで
2017年6月28日(水曜日)に、未回答者に督促メールを送付
有効回答数216 件
日経BP社イベント・教育事業局、日経BPコンサルティング
日経BPコンサルティング

開催最終日（5月31日）にアンケート用紙を配布し、回答を依頼。
112件

●来場者アンケート概要

Nagoya 2017



2 3

名　　　　称

会　　　期
会　　　　場
主　　　　催
後　　　　援

入　場　料
出 展 規 模
来 場 者 数

同 時 開 催
主　　　　催
共　　　　催

Cloud Days 名古屋 2017、ビッグデータEXPO 名古屋 2017、セキュリティ 名古屋 2017、
モバイル&ウエアラブル 名古屋 2017、IoT Japan 名古屋 2017、ワークスタイル変革 名古屋 2017、
FACTORY 名古屋 2017
2017年　5月30日（火）～31日（水）
名古屋国際会議場
日経BP社
愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、一般財団法人中部生産性本部、
一般社団法人愛知県情報サービス産業協会、一般社団法人中部産業連盟、
独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、
あいちベンチャーハウス(株式会社名古屋ソフトウェアセンター）、中部アイティ協同組合、
名古屋大学未来社会創造機構、名古屋中小企業振興会
3,000円（消費税込、事前登録者・招待券持参者は無料）
131社　162小間
4,413人

Japan VR Summit Nagoya 2017
グリー、一般社団法人VRコンソーシアム
日経BP社

●日別来場者数

●会場図

●開催概要

来場者数

セミナー受講者数

5月30日（火）

2,349人

2,981人

5月31日（水）

2,064人

2,312人

合計

4,413人

5,293人

●出展社・協賛社一覧
718 アークスジャパン
212 アールスリーインスティテュート
722 アイシーソフト
816 愛知県IoT推進ラボ
717 ITCS
333 アイネット
624 アイマトリックス
622 アシスト
538 アシスト
513 アスク
411 アセットメント
111 アマゾン ウェブ サービス ジャパン
612 アマノ
612 アマノビジネスソリューションズ
802 アルファコード
セミナー EMCジャパン
331 石川コンピュータ・センター
726 インテリジェンス
324 インプレス
335 ヴイエムウェア
638 ウイングアーク1st
713 ウェブサーブ
424 ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
720 ウルトラエックス
633 HMSインダストリアルネットワークス
113 HDE
804 HTC Corporation
715 エクシード・ワン
314 SBクリエイティブ
225 NECソリューションイノベータ
412 NTTデータ
516 NTTテクノクロス
634 FPTソフトウェア
720 MSドリーム
626 エムオーテックス
811 大阪府IoT推進ラボ
226 オービックビジネスコンサルタント
533 OKI
818 加賀市IoT推進ラボ
715 Capy
435 QNAP
115 グーグル・クラウド・ジャパン
セミナー クオリティア
111 グローバルワイズ
711 KIT
618 ケイ・シー・シー
セミナー KDDI
212 コラボスタイル
621 サイバーソリューションズ
212 サイボウズ
535 ザイリンクス
615 サクシード
813 鯖江市IoT推進ラボ
332 Sansan
425 三和コムテック
715 シースリーインデックス
724 シーメンス
635 ジェムアルト
812 滋賀県IoT推進ラボ
819 静岡県IoT推進ラボ
436 システムズ
616 シネックスインフォテック
515 ジャパンメディアシステム
335 新日鉄住金ソリューションズ
422 Sky
511 住友電工情報システム
211 セールスフォース・ドットコム
115 ソフトバンク
セミナー ソフトバンク
315 第一コンピュータリソース
313 ダイレクトクラウド
426 宝情報
632 ダッソー・システムズ／SCSK
421 中電シーティーアイ
325 中部テレコミュニケーション
525 ディー・オー・エス
524 ディー・ディー・エス
231 ティントリジャパン
712 デージーネット
714 データ・デザイン
725 テクノア
セミナー テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
431 デュプロ販売
111 TOKAIコミュニケーションズ
セミナー 東京エレクトロン デバイス
721 トーテックアメニティ
803 豊田ハイシステム
531 トレンドマイクロ
815 名古屋市IoT推進ラボ
114 ナレッジスイート
414 日本IBM
423 日本アクセス
321 日本オラクル
セミナー 日本システムウエア
719 日本システム開発
433 日本情報通信
534 日本ソフト開発
セミナー 日本マイクロソフト
111 日本ラッド
323 ニュータニックス・ジャパン
333 ネオジャパン
334 ネットジャパン
611 ネットプロテクションズ
224 ネットレックス
716 ハーティスシステムアンドコンサルティング
625 萩原電気
817 白山市IoT推進ラボ
523 パシフィックネット
631 パナソニック ソリューションテクノロジー
213 パナソニック ネットソリューションズ
232 バラクーダネットワークスジャパン
112 パラレルス
521 バリオセキュア
527 ハンモック
613 BCN
セミナー 日立ソリューションズ
512 富士通
221 フューチャーイン
434 プロット
537 プロトラブズ
723 ベリサーブ
－ ポノス
312 丸紅情報システムズ
814 三重県IoT推進ラボ
413 ミライコミュニケーションネットワーク
311 ミロク情報サービス
636 メガコスモ
－ 森ビル
514 山口県防府市/防府地域振興
223 ユーコム
335 ユニアデックス
セミナー ユニアデックス
801 ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン
614 楽天トラベル BTM事業グループ
526 ラネクシー
222 レッドハット
415 レノボ・ジャパン

●セミナー講演一覧

台湾ラーメン
ゼルビーノフードコート

出口 入口

JVRS Show Case

ヴイエムウェア/
新日鉄住金ソリューションズ/
ユニアデックス

C

D

B

A

セミナースケジュール【5月30日（火）】 
時間 A会場 B会場 C会場

10:00
▼

10:40

K-10A KEYNOTE
クラウド環境で動作する内製の 
グループウェアでワークスタイル
変革を図る積水化学
積水化学工業
経営管理部　情報システムグループ長
原 和哉 氏

11:00
▼

11:40

K-11A KEYNOTE
事例で分かった、クラウド
導入のつまずきポイント
日経クラウドファースト　
編集長
中山 秀夫

C-11B  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
Google Cloud 
シニア アカウント エグゼクティブ
勝谷 北斗 氏

C-11C  クラウド
IoTプロジェクトはここで行き詰る！デジタル
変革を成功させるための企業の心得
EMCジャパン
マーケティング本部　
プリンシパルマーケティングプログラムマネージャー
若松 信康 氏

12:00
▼

12:40

K-12A KEYNOTE
「町工場でも成果の出せるIoT！」
～昭和の機械も接続～
i Smart Technologies
代表取締役社長 CEO
木村 哲也 氏

T-12B  IoT
「IoT」「Fintech」「Cloud」の
日本市場での実践事例のご紹介
FPTジャパン
新規事業推進本部 
アライアンスマネージメント部 部長
前野 好太郎 氏

C-12C  クラウド
IoT時代のオープンソースの歩き方 
～組込みからクラウドまで
レッドハット
テクニカルセールス本部
ソリューションアーキテクト
橋本 賢弥 氏

13:00
▼

13:40

C-13A  クラウド
アマゾン ウェブ サービスで実現する
クラウドのビジネス展開のヒント
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
アライアンス営業本部
福沢 亮一 氏
TOKAIコミュニケーションズ
法人営業本部 クラウドソリューション推進室
武井 誠 氏
グローバルワイズ
代表取締役
伊原 栄一 氏

F-13B  FACTORY
事例に学ぶ！製造大手も始めた工場に
おけるサイバーセキュリティの最新動向
トレンドマイクロ
プロダクトマーケティング本部
ソリューションマーケティンググループ
プロダクトマーケティングマネージャー
上田 勇貴 氏

C-13C  クラウド
クラウドサービス活用で 
セキュアな働き方改革を
HDE
事業開発室
室長
辻 悠太 氏

14:00
▼

14:40

C-14A  クラウド
AIをすべてのひとのために 
～ビジネスをスマートにする
人工知能の活用方法
セールスフォース・ドットコム
プロダクトマーケティング  ディレクター
田崎 純一郎 氏

F-14B  FACTORY
モノの売れない時代に製造業が利益を伸ばすには 
～不正複製と盗用防止、最適化とリスク削減
を可能にする、新しいビジネスモデル～
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

C-14C  クラウド
グループウェアは残業を減らす
手段となるか？ 
～現場から始める業務改善・働き方改革～
ネオジャパン
マーケティング統括部
市村 英二 氏

15:00
▼

15:40

C-15A  クラウド
kintoneでビジネスを加速させる
『現場主導』の業務改善
サイボウズ
kintone エバンジェリスト
渋谷 雄大 氏
アールスリーインスティテュート
Chief Innovation Officer
金春 利幸 氏

C-15B  クラウド
ソフトバンクが紹介！「G Suite」と
「Dialpad」で実現する働き方改革
ソフトバンク
戦略事業統括部 クラウド事業推進部 課長
藤田 康佑 氏
Dialpad Japan
VP of Sales
杉水流 智之 氏

W-15C ワークスタイル変革
楽天トラベルが提案する「出張旅費の
可視化と削減」成功事例のご紹介！
楽天
トラベル事業
BTM事業グループマネージャー
屋代 有俊 氏

16:00
▼

16:40

K-16A KEYNOTE
◆セッション1
「IoTの利活用の促進に向けて 
～愛知県IoT推進ラボの紹介～」
愛知県 産業労働部産業振興課次世代産業室 室長
佐々木 靖志 氏
◆セッション2
「“IoT”時代、ものづくり王国愛知からのチャレンジ」
愛知県立大学 情報科学共同研究所 所長
小栗 宏次 氏

F-16B  FACTORY
IoTネットワークがつくる 
企業価値創出とは？
OKI
IoT プラットフォーム事業部
スマートコミュニケーションビジネスユニット
ビジネスユニット長
山本 高広 氏

C-16C  クラウド
失敗しないクラウドPBX導入の極意 
～トライアルパッケージのご紹介～
ソフトバンク
SE 本部 
UCサービス第 2部 部長　
前川 明海 氏

時間 D会場 E会場 F会場

10:00
▼

10:40

R-10E  Japan VR Summit
プレミアムセッション（有料）
◆ セッション1 ◆
VR2.0 の世界
東京大学大学院
情報理工学系研究科  
知能機械情報学専攻 教授
廣瀬 通孝 氏
◆ セッション2 ◆
これが世界だ！ 
VR/AR × 製造業の最新事例
GREE VR Capital
CEO and Managing Director 
筒井 鉄平 氏
◆ セッション3 ◆
都市開発デベロッパーが考える
都市と車とVRの使い方
森ビル
都市開発本部 計画企画部  
メディア企画部 部長
矢部 俊男 氏
◆ セッション4 ◆
Mixed Realityで働き易い工場
を作る ― 大規模 3Dモデルに
よる検証の実際
トヨタ自動車
エンジニアリング IT 部 主幹
榊原 恒明 氏
ラティス・テクノロジー
代表取締役社長
鳥谷 浩志 氏
◆ セッション5 ◆
安全教育へのVRの展開と 
普及に向けた取り組み 
～デジタルで災害を無くす～
明電舎
常務執行役員
竹川 徳雄 氏
◆ セッション6 ◆
MR技術を活用した流体解析 
シミュレーションの3D体感システム
三機工業
技術研究所 建築設備開発部  
建築設備 2グループ マネージャー
福森 幹太 氏
◆ セッション7 ◆
四輪車開発・生産準備における
ヴァーチャルリアリティ活用状況
本田技術研究所
四輪 R&Dセンター 鈴鹿分室  
開発推進 BL 主任研究員
西川 活 氏

◆ ネットワーキングパーティ

F-10F  FACTORY
【パネル・ディスカッション】
スマート工場を実現する 
「新世代ラインビルダー」の条件
＜パネリスト＞
ジェイテクト
取締役副社長 工作機械・メカトロ事業本部本部長
井坂 雅一 氏
ABB
取締役バイスプレジデント 
ロボティクス＆モーション事業本部長
吉田 剛 氏
Saleck Consulting
President（IVI エバンジェリスト）
Axel H. Saleck 氏
＜総合司会＞
日経テクノロジーオンライン／日経ものづくり記者
高野 敦

11:00
▼

11:40

C-11D  クラウド
Skype for Business Onlineで
解消するコミュニケーション課題
KDDI
ソリューション推進本部　
IPコミュニケーション部
木下 裕司 氏

12:00
▼

12:40

S-12D  セキュリティ

の高いサイバーセキュリティ対策
の進め方
三和コムテック
SCT SECURE 事業部
岡山 大 氏

13:00
▼

13:40

C-13D  クラウド
 

～導入事例からみるHCIの選び方
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

F-13F  FACTORY
製造のデジタル変革を支えるデジタル
データの連続性とOPC標準規格
ダッソー・システムズ
DELMIA事業部 ディレクター
藤井 宏樹 氏
日本OPC協議会
技術部会 部会長
米田　尚登 氏

14:00
▼

14:40

S-14D  セキュリティ
理想のサイバーセキュリティ対策とは？ 
～ワンストップで実現する真の「多層防御」～
ハンモック
NWS 事業部 営業部 名古屋営業所
所長
西山 宏樹 氏

F-14F  FACTORY
知能化の技術と産業用ロボットの進化が 
もたらす新たな生産現場の将来像
デンソーウェーブ　
ロボット事業部 技術企画部 製品企画室 室長
澤田 洋祐 氏
ザイリンクス　
マーケティング部 シニアマネージャー　
神保 直弘 氏
司会　日経BP社 企画編集委員
三好 敏

15:00
▼

15:40

S-15D  セキュリティ
今必要なセキュリティ対策とは 
～改正個人情報保護法、 
ガイドライン対策について～
ディー・ディー・エス
営業本部 営業技術部 兼 販売促進部
部長代理
石川 竜雄 氏

16:00
▼

16:40

F-16D  FACTORY
IoT時代のものづくりを加速する 
『デジタル・マニュファクチャリング』
プロトラブズ
社長
トーマス・パン 氏
※日本語での講演になります。

K-16F KEYNOTE
もし、嗣永桃子が情シス部長だったら？ 
～アイドルと実現する、超デジタル変革～
＜生徒代表＞ ＜講師＞
嗣永桃子さん 野村総合研究所
 コンサルティング事業本部
 ICT・メディア産業コンサルティング部
 上級コンサルタント
 鈴木 良介 氏提供：沖電気工業

提供：KDDI／日本マイクロソフト

10:25～19:00 10:00～11:30

16:10～16:50

セミナーコード凡例
K-10○A

セミナー会場を表します
※P.2会場マップ参照

16:00～17:15

提供：ソフトバンク／日本マイクロソフト

最新の
セミナー詳細を
ご覧下さい。

セミナースケジュール【5月31日（水）】 
時間 A会場 B会場

10:00
▼

10:40

K-20A KEYNOTE
」TR3A「IPA習学械機るす開展がトールクリ

と、基盤としてのクラウド活用について
リクルートテクノロジーズ
ビッグデータ部 ビッグデータプロダクト開発グループ
奥田 裕樹 氏
ビッグデータ部 ビッグデータプロダクト開発グループ
松田 徹也 氏

11:00
▼

11:40

C-21A  クラウド
日本を救うITの力 
未来のために生産性の向上を実現～POCOで百人力～
日本オラクル
中日本支社
支社長
亀田 弘幸 氏

C-21B  クラウド
Google Cloud Platformのご紹介 
～技術概要と事例紹介～
グーグル・クラウド・ジャパン
Google Cloud カスタマー エンジニア
佐藤 聖規 氏

12:00
▼

12:40

K-22A KEYNOTE
クラウドや IoTを活用した 
新事業創造への期待
経済産業省
経済産業政策局 新規産業室
新規事業調整官
石井 芳明 氏

C-22B  クラウド
【事例解説】生産性向上をもたらす爆速 
オールフラッシュのQNAPストレージ
QNAP
営業部
シニアセールスエンジニア
黒岩 岳也 氏

13:00
▼

13:40

W-23A ワークスタイル変革
デジタル・トランスフォーメーションがもたらす
未来型企業のカタチと働き方革命
～新しい働き方で実現する『共創』と『オープン・イノベーション』～
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

C-23B  クラウド
Office 365、G Suite ユーザーのための 
メールセキュリティ
クオリティア
営業本部 マーケティング部
部長
佐々木 泰 氏

14:00
▼

14:40

C-24A  クラウド
クラウドで変わる企業内通信 
～日本におけるSkype for Business の今
日本マイクロソフト
クラウドプラクティス開発推進本部
シニアプラクティスディベロップメントプロフェッショナル
小松 健司 氏

W-24B  ワークスタイル変革
まだ自社で決済をやっているの！？決済から 
経営を変えるという選択肢
ネットプロテクションズ
マーケティンググループ
長谷川 智之 氏

15:00
▼

15:40

T-25A  IoT
もうここまで来ている！社会、生活、ものづくり
を変革する【つなげるIoT】
OKI
情報通信事業本部 
IoT アプリケーション推進部 
部長
丸井 武士 氏

B-25B  ビッグデータ
そのオールフラッシュの選択、本当に効果ありますか？ 
～IT担当者が知っておくべきオールフラッシュストレージ
のウソ・ホント～
日本IBM
IBMシステムズ・ハードウェア事業本部
ストレージテクニカルセールス
佐々木 貴史 氏

16:00
▼

16:40

R-26A  Japan VR Summit
Japan VR Summit Nagoya / スポンサーセッション 
国内外の製造業におけるHTC Vive の活用事例紹介
HTC Corporation
Director Sales Operation
VIVE JAPAN
西川 美優 氏

C-26B  クラウド
選んではいけない？ビジネスチャット 
～ビジネスチャット比較検討のポイント教えます～
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

時間 C会場 D会場 E会場

10:00
▼

10:40

F-20E  FACTORY
【基調講演】
“Connected Industries” 推進に
向けた我が国製造業の課題と取組
経済産業省
製造産業局 
参事官（デジタル化・産業システム担当）
徳増 伸二 氏

11:00
▼

11:40

F-21C  FACTORY
IoTを利用した現場の見える
化と分析（予防保全の基盤
構築）
ウイングアーク1st
BI 技術本部 BIソリューション部
木村 渉 氏

F-21E  FACTORY
インダストリー4.0を実現する
デジタルエンタープライズの
価値
シーメンス
代表取締役社長兼 CEO
藤田 研一 氏

12:00
▼

12:40

S-22C  セキュリティ
AI/ディープラーニングで進化
を加速するマルウェア検知技術
アイマトリックス
カスタマーリレーションズ　
部長
宮田 健行 氏

R-22D  クラウド
Japan VR Summit Nagoya / 
スポンサーセッション 
HoloLensで広がるビジネスシーン
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン
エバンジェリスト
伊藤 周 氏

A-23E  FACTORY Annex 
　　　～産業IoT実践セミナー～
＜基調セッション＞
「世界のトレンドに見る、製造業IoT
のデジタルトランスフォーメーション
～ハノーバーメッセ 2017を振り返って～」
日本マイクロソフト
業務執行役員 IoTデバイス本部長　
菖蒲谷 雄 氏
◆セッション1＜システム構築＞
「製造業におけるIoTの実現方法と
活用事例」
ユニアデックス
エクセレントサービス創生本部 
IoTビジネス開発統括部 
IoTサービス企画部 チーフスペシャリスト
安原 慎 氏
◆セッション2＜ケーススタディ＞
「モノからコトへ、加速するIoTと製
造業の保守メンテナンス業務改革 
－保守メンテナンス業務改善事例
とConnected Field Service－」
日立ソリューションズ
産業イノベーション事業部 
Dynamics 推進センター 技師
八巻 美紀代 氏
◆セッション3＜プラットフォーム＞
「製造業におけるIoT導入事例を公開 
～スモールスタートから本格展開まで～」
日本システムウエア
ITソリューション事業本部 
ビジネスソリューション事業部 
M2M/IoTビジネス部 マネージャー
大野 博隆 氏
◆セッション4＜データ収集（クラウド）＞
「製造業向けAzure IoTにおけるセキュ
アデバイス運用管理ソリューション」
東京エレクトロン デバイス
IoTカンパニー 
エンベデッドソリューション部 部長代理
西脇 章彦 氏
◆セッション5＜データ活用（解析/AI）＞
「“どう活かせる？”製造現場における
機械学習の役割と具体的な活用方法」
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
ビジネスエンジニアリングディビジョン 
コンサルティンググループ グループ長 執行役員常務
池田 拓史 氏
◆セッション6＜アスク・ザ・スピーカー＞
講師全員とのディスカッション

13:00
▼

13:40

W-23C ワークスタイル変革
富士通が提供するワークス
タイル変革の今、そして未来
富士通
オファリング推進本部
ワークスタイル変革オファリング統括部
オファリング企画部 シニアマネージャー
松本 国一 氏

C-23D  クラウド
ランサムウェアの驚異の実態
とバラクーダネットワークスが 
提供する次世代の保護対策
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
加藤 路陽 氏

14:00
▼

14:40

S-24C  セキュリティ
事例で紐解く、IT資産管理の「最適解」 
～失敗しないツールの選び方～
ディー・オー・エス
営業企画課
技術リーダー
山本 桂 氏

C-24D  クラウド
クラウド時代のモダナイゼーション
最新事情！レガシー再生手法を 
事例と変換デモで解説
システムズ
マイグレーション事業本部 企画推進部 部長
中本 周志 氏

15:00
▼

15:40

S-25C  セキュリティ
AIでマルウェア止めてみた 
－50社の実証結果から見る 
有効性とは－
エムオーテックス
営業推進部 部長
金子 大輔 氏

16:00
▼

16:40

S-26C  セキュリティ
ランサムウェアなんて怖くない！後悔
する前に知っておきたいランサム
ウェア対策のベストプラクティス
ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
システムエンジニア部 プリセールスエンジニア
正岡 剛 氏

K-26D KEYNOTE
FinTechは地方産業に 
何をもたらすのか
日経FinTech
編集長
原 隆

提供：沖電気工業

13:00～18:15

セミナーコード凡例
K-10○A

セミナー会場を表します
※P.2会場マップ参照

提供：HTC NIPPON

最新の
セミナー詳細を
ご覧下さい。

調 査 方 法

調 査 対 象

調 査 期 間

有効回答数
調 査 企 画
調 査 実 査

●出展社アンケート概要

調 査 方 法
有効回答数

Web調査
調査対象者に調査依頼メールを送付し、インターネット上の回答受付システムAIDAで回答を収集
「Cloud Days 名古屋 2017/ビッグデータEXPO 名古屋 2017/セキュリティ 名古屋 2017/モバイル&ウエアラブ
ル 名古屋 2017/IoT Japan 名古屋 2017/ワークスタイル変革 名古屋 2017/FACTORY 名古屋 2017/Japan 
VR Summit Nagoya 2017」への来場者
事前登録者と当日会場での登録者のうちメールアドレスが分かり、なおかつ日経BP社からのメール受信を許諾した 
2 ,783 人
2017年6月19日(月曜日)から7月2日(日曜日)午後11時59分まで
2017年6月28日(水曜日)に、未回答者に督促メールを送付
有効回答数216 件
日経BP社イベント・教育事業局、日経BPコンサルティング
日経BPコンサルティング

開催最終日（5月31日）にアンケート用紙を配布し、回答を依頼。
112件

●来場者アンケート概要

Nagoya 2017
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来場者アンケート結果 来場者アンケート結果

あなたの役職は次のどれに該当しますか。（ひとつだけ）

●役職

係長／主任　23.6％

あなたの勤務先の従業者数は次のどれに該当しますか。（ひとつだけ）

●従業者数

ユーザー
小計 53.8％

SI、コンサルティング
小計 18.6％

IT関連ハードやソフトの
メーカー、ベンダー　小計 15.4％

通信サービス提供者
小計 12.5％

●情報システム・ネットワークに関する立場

●
あなたの勤務先の業種は次のどれに該当しますか。（もっとも近いものひとつだけ）

あなたの情報システム・ネットワークに関する立場は次のどれに該当しますか。（ひとつだけ）

お勤め先で「コンピュータ・システム、ネットワーク・システム」を導入・構築する際、あなたはどのように関わり
ますか。（いくつでも） 

あなたの勤務先での職種は次のどれに該当しますか。（もっとも近いものひとつだけ）

業種

●職種

来場者の7割近くが役職者。情報システム・ネットワークに関する立場は、
「ユーザー」が最も多く53.8%。

経営者・役員　4.2％

その他　3.7％

その他　0.5％

営業　2.8％

情報システム部門　14.4％

自営業　0.9％ コンピュータ、周辺機器製造　4.2％
不動産業　1.4％

建設業　2.3％

通信機器製造　0.9％
電子部品製造　2.3％

その他電気・電子機器製造　8.3％

機械製造　7.9％

上記以外の製造業　10.6％

研究・開発　8.3％

システム企画部門　2.3％

設計　3.7％

営業　5.6％

企画・マーケティング　4.2％

総務・経理・財務　2.3％

その他　8.8％

経営者・役員　2.3％

経営者・役員　0.9％

コンサルタント　1.9％

コンサルタント　0.5％

研究・開発　0.5％
保守・管理　0.9％
営業　2.3％

その他　1.4％

システムエンジニア　1.9％

研究・開発　2.8％
保守・管理　1.4％ 営業　5.1％
企画・マーケティング　2.3％

経営者・役員　0.5％
システムエンジニア　2.8％

保守・管理　0.9％ 企画・マーケティング　0.9％

商社　5.6％

コンピュータ関連販売　0.9％
上記以外の流通／小売　2.8％

金融／証券／保険業　1.4％

運輸／エネルギー　2.8％ソフトハウス（受託開発中心）　6.0％
情報処理サービス　7.4％

通信事業者　3.2％ソフトハウス（パッケージ中心）　0.5％

システム・インテグレーター（SI）　14.8％

教育／研究機関　2.3％

専門サービス（弁護士／会計士など）　0.9％

自由業　0.5％

ネットワーク・インテグレーター　0.5％

コンサルティング　3.7％

経営者・管理職　25.5％

その他の職種　3.2％
その他、専門職　7.9％

事務職　5.1％

営業・販売職　14.4％

その他コンピュータ関連技術者　4.6％

コンピュータ・ハード技術者　1.9％

ネットワーク技術者　2.8％ コンピュータ・システム技術者　13.4％

コンピュータ・ソフト技術者　12.0％

5

システムエンジニア　9.3％

その他情報関連サービス　1.4％

医療機関／介護施設　0.9％

政府／官公庁／団体　1.4％

その他の産業／業種　0.9％

非コンピュータ系技術職　4.6％

研究・開発　0.9％

総合エンターテインメント　0.5％

マスコミ　0.9％

その他　1.9%

プロデューサー・ディレクター　0.9%

デザイナー　0.5%

会長／社長　2.8％

役員　3.7％

事業部長／工場長クラス　
1.9％

部長クラス　7.9％

課長　23.6％

部次長クラス　5.6％

その他　2.8％

契約・嘱託・派遣など　5.6％

一般社員・職員　22.7％

10,000人以上　13.9％

2,000～4,999人　11.6％

1,000～1,999人　10.6％

5,000～9,999人　5.1％

500～999人　12.0％
300～499人　13.4％

1～9人　3.7％

10～49人　6.9％

50～99人　7.9％

100～299人　14.8％

マーケティング・広報・宣伝　3.2%

Nagoya 2017 Nagoya 2017

37.1%

33.6%

25.0%

21.6%

20.7%

19.8%

19.8%

9.5%

システムを利用する企業内エンドユーザー

システム導入や運用方針を企画・提案する

システム運用／管理に携わる
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●
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●関心のある製品・サービス

あなたが関心を持っている製品・サービス／ソリューションをお聞かせください。（いくつでも）

来場者のおよそ3人に1人が情報システム部門に所属。 AI／ディープラーニングの関心が高まる。

あなたの勤務先の直近1年間の年間売上高はどのくらいでしたか。（ひとつだけ）

●売上高

あなたの所属部門は次のどれに該当しますか。（もっとも近いものひとつだけ）

●所属部門

名古屋での開催で行きやすかったから

展示内容や出展社に興味があったから

セミナーに参加するため

最新の製品、技術動向を把握するため

実物を見てみたい /説明を聞きたい /デモを見たい製品やサービスがあったから

クラウド /ビッグデータなど ICTの専門展だったから

現在抱えている問題、課題を解決する製品・サービス・ソリューションを探すため

自社のシステム、ネットワーク環境（改善）のヒントを求めて

システム投資を検討するための情報収集

展示会場内での日経BP社の記者などによる講演に興味があったから

新規参入、製品開発の情報収集

導入予定の製品・サービス・ソリューション候補を探す、比較するため

日経BP社の展示会（セミナー）だから

競合他社の情報収集

上司・同僚・取引先に勧められたため

その他

専門家、ベンダーに相談したいことがあったため

●来場理由

あなたが今回のイベントに来場した理由は何でしたか。（いくつでも）
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7.4％
6.9％
6.5％
6.5％
6.5％
6.5％
6.0％
6.0％
6.0％

AI（人工知能）/ディープラーニング
クラウドコンピューティング

IoT/M2M
ビッグデータ

VR（仮想現実）/AR（拡張現実）
ロボット技術 /ロボティクス

情報セキュリティ
ワークスタイル変革
サーバー仮想化
ウイルス対策
製造業向け IT

iPad/スレートPC、タブレット
ウェアラブル・デバイス

デスクトップ /アプリケーション仮想化
情報漏洩防止

SaaS（Software as a Service）
Windows 10
無線 LAN

PaaS（Platform as a Service）
ストレージ仮想化

スマートフォン（iPhone、Windows Mobile、Android など）
IaaS（Infrastructure as a Service）
メールセキュリティ（スパム対策など）

グループウェア
BI（ビジネス・インテリジェンス）/EPM（エンタープライズ・パフォーマンス管理）

教育 ICT
仮想化管理ソフト
医療・健康向け IT
オープンソース

ストレージ
ナレッジマネジメント

アジャイル開発
RFID

FinTech
BYOD（私的デバイス活用）

UTM（統合脅威管理）
デジタル・サイネージ

検疫ネットワーク
Linux

運用管理サービス/ツール
Webからの脅威対策

デジタルマーケティング
ルーター /スイッチ

Hadoop
フォレンジック/ログ取得・監査

BCP（事業継続計画）
スマートシティ

ERP（統合業務パッケージ）
データセンター

データベース/ミドルウエア

経営全般　7.4％

専門職（医師・弁護士など）　0.9％

経営企画／事業開発　6.5％

調査／マーケティング　0.5％

その他研究　1.9％

製造／生産／検査　3.7％

開発・設計　17.6％

購買／資材　0.9％
その他部署　3.2％

保守／サポート　3.7％

基礎研究　0.9％

販売／営業　18.1％

宣伝／広報　0.9％

情報システム（社内向け）　18.1％

総務・庶務　2.8％

経理／財務　0.5％

情報システム（インターネット関連）　0.5％

情報システム（上記以外）　1.4％

情報システム（社外向け）　10.6％

1,000億円以上　18.5％

わからない　20.8％

100億～1,000億円未満　21.3％

20億～50億円未満　8.3％

50億～100億円未満　13.0％

1,000万円未満　1.9％

1,000万～3,000万円未満　1.4％

3,000万～5,000万円未満　0.5％

1億～5億円未満　3.7％

5億～10億円未満　5.1％

10億～20億円未満　4.6％

5,000万～１億円未満　0.9%
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●来場前の興味・関心

●実際に見学・参加したもの

出展社から直接案内を受けた来場者の7割以上が
ブースを訪問し、積極的に行動。

来場者の8割以上が、次回も来場を希望。

展示やプレゼンテーションを閲覧した

パンフレット等の資料を入手した

商品・サービスについて説明を聞いた

商談をした

その他

1.9%

47.2%

60.4%

66.0%

●案内をもらった企業への訪問

あなたは、案内をもらった出展社のブースを訪問しましたか。（ひとつだけ）

出展社のブースを訪問して、どのような行動をとりましたか。（いくつでも）
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60.6%

63.0%

あなたが今回のイベントで、来場する前から、ぜひ見たい、参加したいと考えていたものをお選びください。（いくつでも）

展示

セミナー

88.9%

65.7%

あなたが今回のイベントで、実際にご覧になったもの、参加されたものをお選びください。（いくつでも）

今後、どのようなセミナーの充実を希望しますか。（いくつでも）

訪問しなかった　26.4％

ユーザー事例を盛り込んだセミナー

技術者を対象にしたセミナー

業界有識者によるパネルディスカッション

企業のトップによる講演

経営者を対象にしたセミナー

日経BP社記者による講演

特に要望はない

その他

●期待するセミナー

0.9%

セミナー

展示

ぜひ見たい、参加したいと考えていたものはない

訪問した  73.6％

53.2％

16.7％

67.6％

27.3％

21.3％

13.0％

2.3％

4.6％

1.9%
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●来場者の満足度

●次回来場意向

今回のイベント全体に対するあなたの評価をお聞かせください。（ひとつだけ）

あなたは次回、同イベントが開催されたとしたら、また行きたいと思いますか。
（ひとつだけ）

非常に不満　0.9％
非常に満足　5.1％

満足　60.6％

どちらでもない　24.5％

不満　8.8％

ぜひ行きたい　27.8％

できれば行きたい　56.5％

どちらでもない　11.6％

あまり行きたいとは思わない　3.7％

行くつもりはない　0.5％
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●出展目的

●出展の決定理由

●来客の反応
 以下の項目についてどのように感じましたか。それぞれあてはまるものをお選びください。（それぞれひとつだけ）

 今回の出展目的をお聞かせください。（いくつでも）

 本展に出展を決定いただいた理由は何ですか。（いくつでも）

貴社ブースへの来客数

出展成果

 次回の開催があれば、出展を希望されますか。
（ひとつだけ）

●次回の出展予定

 今回の出展に関する全体的な満足度をお聞かせください。
（ひとつだけ）

●出展に関する全体的な満足度

計画を上回った
26％

計画をやや上回った
18％

ほぼ計画通りだった
31％

計画を少し下回った
16％

計画を下回った
4％

無回答　5％

成果が上がった
15％

ある程度成果が上がった
46％

どちらとも
いえない
21％

あまり成果が
上がらなかった

2％

まだわからない
13％

無回答
3％

新規顧客の開拓

製品・サービス・ソリューションのPR

見込み客に対するアプローチ

企業PR

既存取引先のフォロー

製品･サービス･ソリューションの商談

グループ企業、提携企業との関係強化

新製品の発表

その他

ぜひとも出展したい
24％

出展しても良い
15％

出展を検討したい
44％

現段階では
どちらともいえない

13％

無回答　3%
出展しない

方向で考えている
1%

集客が期待できそう

名古屋国際会議場での開催/名古屋でのイベント

開催時期がよい

展示会規模がちょうどよい

来場者の質

クラウドコンピューティング/ビッグデータ/セキュリティの専門展というコンセプト

日経BP社主催

リーズナブルな料金プラン

セミナー規模が盛大そう

パッケージブースで出展準備が容易

自社単独イベントよりも効果大

その他

出展/協賛プランが魅力的

自社単独イベント開催が難しい

出展社の顔ぶれ・競合他社の出展

95％

19％

6％

13％

57％

13％

34％

5％

27％

37％

30％

18％

46％

23％

25％

30％

20％

9％

11％

8％

5％

2％

7％

来場者のリテラシー（他展示会と比べて）

高い　5％

やや高い
33％

普通
53％

やや劣る　4％

満足している
20％

まあ満足している
42％

普通　29％

やや不満である
6％

無回答
3％

3％

無回答　5%

■次回の開催に、8割以上の出展社が出展を検討。
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● お問い合わせ先 ●

日経BP社　ITイベント事務局
〒105-8308　東京都港区虎ノ門4-3-12
Tel.03-6811-8083/050-3153-7273
E-mail：cbd-k@nikkeibp.co.jp

来場者の声
Nagoya 2017

次回開催案内
●開催概要（予定）

展示会会期 ： 2018年6月13日（水）～14日（木）
展示会場 ： 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
主催 ： 日経BP社

• 参考になる展示が多数有った。
• ほしい情報が得られた。
• 昨今の IoTの動向や他社事例をセミナーで聞けると共に、各ブースでは各社の製品を細かくまた多数のブース
で色々な情報を集めることができた。近場で集約して情報を集めることができたことが満足。
• 各ブースでの説明も丁寧で、会場レイアウトもわかりやすかった。
• 複数企業の技術や製品・サービスを一か所で拝見でき、満足しています。
• セキュリティ製品の製品情報や動向を得ることができた。
• VR 及びMRの導入についてのセミナーに参加することができた。
• 情報量が多かったため、勉強になった。
• 出展の数の多さやバランスがとても良いかと思いました。
• 近場で参加し易く、具体的な製品を見ることができた。
• 名古屋でこの規模の展示会はやはり貴重。
• 情報システムに絡む技術が多数あったことで、とても参考になった。
• セミナーで働き方改革に対するユーザ事例などを聞けて私の会社のどこを改善すると良いのか参考になった。
• 興味があった製品について説明を聞くことができ、担当者の方とコンタクトを取ることができた。
• IOT 業界の知らないことを知る機会をいただけました。加速度的な技術革新を実感致しました。
• 業界 TOP 評価の企業の取り組みを講演で知りえた。
• 聞きたかったセミナーが聞け、今後に生かせそうただ、もう少し具体的な事例が聞きたい部分もあった。
• 多種多様なセミナーを名古屋で聞けて参考になった。
• フィンテックについての動向が聞けた。


