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ソリューションステージ・スケジュール
2 月20 日（火）

2018年2月20日（火）
・21日
（水）

会期

【展示会】10：30〜18：00 【セミナー】10：00〜18：00

PLATINUM

会場

ザ・プリンスパークタワー東京

主催

日経BP社

11：00〜11：20
ー

13：40〜14：00
ー

クロステック元年、ITの最新トレンドはこれだ

現場主導で課題解決！業務アプリ作成ツール

日経BP社

AppSuite実演紹介

情報技術メディア発行人補佐

ネオジャパン

中村 建助

マーケティング統括部

11：40〜12：00
ー

14：10〜14：30
ー

営業部

〜組織で事業を達成する〜

13：00〜13：20
ー

モリサワ

AI研究所

新たな価値訴求

最高技術責任者

Alibaba Cloudを活用したビッグデータ可視化による

三谷 大暁 様

いま求められるIoT人材とIoT検定、人材不足は
教育実施で解消！

マーケティング統括部

SBクラウド
営業部

島田 憲治 様

ー
16：20〜16：40
解決困難なトラブルを「インターネットの見える化」で

IoT検定制度委員会

ネオジャパン

東京本社ユーザサポート部

板見谷 剛史 氏

ー
15：40〜16：00

AppSuite実演紹介

板見谷 剛史 氏

シニアコンサルタント

AI活用の第一歩を踏み出す3つの方法

現場主導で課題解決！業務アプリ作成ツール

シニアコンサルタント

レイアウト技術」

CompTIA日本支局

〜組織で事業を達成する〜

中村 建助

ー
13：40〜14：00

CompTIA日本支局

クラウド時代でも大切な「相手に伝わる文字表現と

情報技術メディア発行人補佐

ー
12：20〜12：40

クラウド、セキュリティ事業に戦略的、体系的な人材育成を

ー
15：00〜15：20

クラウド、セキュリティ事業に戦略的、体系的な人材育成を

3Dワークス

ー
15：00〜15：20

島田 憲治 様

11：00〜11：20
ー

クロステック元年、ITの最新トレンドはこれだ

ー
11：40〜12：00

IoT検定制度委員会

SBクラウド

GOLD

市村 英二 氏

教育実施で解消！

新たな価値訴求

2 月21日（水）
日経BP社

いま求められるIoT人材とIoT検定、人材不足は

Alibaba Cloudを活用したビッグデータ可視化による

※講演内容、登壇者は変更になることがあります。

市村 英二 氏

ピンポイント解析する SaaSプラットフォーム。
〜

オンラインサービス提供の経営者、監視と品質管

理でお悩みの管理者の助っ人登場！
サウザンドアイズ・ジャパン
カントリーマネージャー

尾方 一成 氏

長谷川 昌紀 様

出展社一覧

化粧室
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IT技術者求人 パビリオン 1502

1403

日経HR/ウルシステムズ/シスコシステムズ/
スタッフサービス エンジニアリング事業本部/
DHI/楽天/ワイジェイFX
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Security Solution 2018
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クオリカ/KDDI/新日鉄住金ソリューションズ/
ソフトバンク/フリービット/ユニアデックス
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ヴイエムウェア
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日経クラウドファースト

Security

Cloud Days
会場案内図

IoT Japan/FACTORY
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働き方改革
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セミナー
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IT技術者求人 パビリオン

Days 東京 2018
アイネット
アット東京
アドビ システムズ
石川コンピュータ・センター
伊藤忠テクノソリューションズ
Ipswitch Japan
インターネットイニシアティブ
インテック
ヴイエムウェア
A10ネットワークス
SAPジャパン
SCSK
SCSK
SBクラウド
エニシアス
NEC
NIコンサルティング
NTTコミュニケーションズ
FPTソフトウェア
オージス総研
グーグル・クラウド・ジャパン
クオリカ
クライム
クラウドエース
ケイ・シー・シー
KDDI
CompTIA日本支局
サウザンドアイズ
ServiceNow Japan
Sansan
シスコシステムズ
シマンテック
新日鉄住金ソリューションズ
スタイルズ
ゾーホージャパン
ソフトバンク
ソフトバンク
ダイレクトクラウド
ディー・オー・エス
デジタルテクノロジー
テックビューロ
日経クラウドファースト
日本IBM
日本エクセム
日本ティーマックスソフト
日本ワムネット
NEM.io財団
ビーブレイクシステムズ
フリービット
ブルーポート
香港貿易発展局
マクニカネットワークス

セミナー マクニカネットワークス
5213 モリサワ
5101 ユニアデックス
Security 東京 2018
1301 Ivanti Software
2414 ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
1304 NRIセキュアテクノロジーズ
1302 NHNテコラス
2404 NTTテクノクロス
3401 エムオーテックス
2303 エンカレッジ・テクノロジ
2411 カスペルスキー
2302 クオリティア
1403 Sky
2301 宝情報
2401 デジタルハーツ
3404 東京エレクトロン デバイス
3402 ブラック・ダック・ソフトウェア
1401 プロット
IoT Japan 東京 2018
5411 アイ・ビー・エス・ジャパン
5413 アルカディア・システムズ
5403 伊那市IoT推進ラボ
5413 mplusplus
5413 オリィ研究所
5407 神奈川県IoT推進ラボ
5402 川上村IoT推進ラボ
5413 Coaido
5413 木幡計器製作所
4404 サートプロ
5413 smart-FOA
5413 スマートショッピング
5413 情報処理推進機構
5408 情報処理推進機構
3412 トマトランド
5405 新潟県IoT推進ラボ
5413 ハイラブル
2314 BCN
5401 藤枝市IoT推進ラボ
5404 山梨県IoT推進ラボ
5404 山梨県AIロボット開発協議会
5404 山梨市アグリイノベーションLab
5413 ユニファ
5406 横浜市IoT推進ラボ
5413 ルートレック・ネットワークス
FACTORY 東京 2018
4401 IFSジャパン
3411 NTTデータ関西
4411 ジェムアルト
3413 JIG-SAW
4414 プロトラブズ
ビジネスAI 東京 2018
3301 NTTデータ

4301 グーグル・クラウド・ジャパン
2311 クリューシステムズ
4301 グルーヴノーツ
4301 KDDI
3302 コグニティ
3313 産業技術総合研究所
3313 産総研 人工知能技術コンソーシアム
3304 シナモン
2315 ストックマーク
3312 3Dワークス
4301 トップゲート
2316 ドリームオンライン
3311 日本ソフト開発
4301 ブレインパッド
働き方改革 東京 2018
2102 アトラシアン
1203 HDE
1102 AOSデータ
3204 NTTテクノクロス
1102 サイバーダイム
2223 シー・エス・イー
3111
ジャパンメディアシステム
1102 スターティア
1202 ChatWork
3213 デロイト トーマツ グループ
3112
テンダ
3113
ドコモ・システムズ
2203 ナレッジスイート
2201 日本デジタルオフィス
2211 日本ビジネスデータープロセシングセンター
3201 日本マイクロソフト
3205 ネオジャパン
2212 ネットスマイル
3115
VAIO
2211 パラレルス
2111
ピーエスシー
3203 BizteX
1101
ビュージックス コーポレーション
2204 ブレインズテクノロジー
3211 マクニカネットワークス
3202 マツリカ
2101 マネーフォワード
1201 ユーザーローカル
2113
ユニリタ
3101 レノボ・ジャパン
IT技術者求人 パビリオン
1502 ウルシステムズ
1502 シスコシステムズ
1502 スタッフサービス エンジニアリング事業本部
1502 DHI
1502 日経HR
1502 楽天
1502 ワイジェイFX
（50音順 2018年2月2日現在）
（50音順

日経BP社書籍販売コーナー

VIP/ 商談ルーム

A

3112

0003

ドリンクサービス

セミナー会場

3113

ドコモ・システムズ

クラウドImpact 2018

5413

アドビ システムズ

マクニカネットワークス/シマンテック

5303

5413
5411
情報処理推進機構
アルカディア・システムズ/mplusplus/
デジタルものづくり 2018/
オリィ研究所/Coaido/木幡計器製作所/ IoT Japan 2018
smart-FOA/スマートショッピング/ハイラブル/
ユニファ/ルートレック・ネットワークス

4203

2111

3202
3211

グーグル・クラウド・ジャパン/グルーヴノーツ/
KDDI/トップゲート/ブレインパッド
4301

受付

2101

2201
2113
パラレルス/
日本ビジネスデータープロセシングセンター 働き方改革 2018

Cloud Days 九州、名古屋、札幌 2018
「IoT検定」
模擬テスト体験コーナー

入口

1101

ビュージックス コーポレーション

ヒューマンキャピタル 2018

2404

※講演スケジュールは、
本ガイドの右上を
ご覧ください。

1202

Cloud
5101
6203
0001
5214
5101
5303
5101
5314
5101
0002
5203
6205
5101
4201
6303
セミナー
4211
5101
5201
4212
4301
5101
5212
4301
6207
5101
6301
5202
セミナー
5301
0003
5302
5101
5211
4202
5101
4301
5313
5311
6201
6305
6204
4101
6202
5215
6206
6305
4203
5101
6302
6304
5302

セミナー会場

D

セミナー会場 G
セミナー会場 F

セミナー会場 E

セミナー会場 W

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

全世界

！

2017年2月27日現在）

5 万回シェアの

伝説のスライド
が待望の書籍化

新規事業担当者も必読！

2万部突破！
発売1ヶ月で

１

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

模擬テスト

「IoT検定」

！
10問 チャレンジ

IoTに関する包括的な知識を修得しているか否かが、
ビジネススキルとして今後ますます重要になってきます。
このコーナーでは今話題の「IoT検定」の模擬テストが
体験できます。設問に答えて自己採点することによって、
今の自分の実力を気軽に試してみることができます。
〈ブースNo.4404〉

企画協力：IoT検定制度委員会

K-000 KEYNOTE

10:00

会場

A

K-10A KEYNOTE

C-000 クラウド

10:00〜10:40

S-000 セキュリティ／運用管理

11:00

12:00

C-11A クラウド

音楽配信サービス「レコチョク」のCTOが
語る、クラウドサービス導入の効果

T-000 IoT

C-11B クラウド

11:00〜11:40

会場

C-11C クラウド

11:00〜11:40

会場

C-11D クラウド

11:00〜11:40

会場
会場

11:00〜11:40

会場

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
和才 雄貴 氏
S-11G セキュリティ／運用管理

G

11:00〜11:40

会場

Ivanti Software
カントリーマネージャー
楠田 大輔 氏
F-11H FACTORY／製造業ICT

H

11:00〜11:40

会場

S-12W セキュリティ／運用管理

会場
10:00

10:00〜10:40

12:00

W-21A 働き方改革

会場

IoTで安全性・信頼性を向上！
〜JR東日本によるメンテナンス革新とは〜

10:00〜10:40

会場

「ハッカーとの対話」
〜仮想通貨時代の最新サイバー攻撃と対策〜

F-Secure Corporation
サイバーセキュリティサービス プリンシルコンサルタント Antti Tuomi 氏
デジタルハーツ
BS事業本部 セキュリティ推進室 岡田 卓也 氏

レノボ・ジャパン
代表取締役社長
W-21B 働き方改革

11:00〜11:40

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

C-21C クラウド

11:00〜11:40

アドビのDocument Cloudソリューションが可能
にする業務効率の改善と優れた顧客体験の実現

会場

C

アドビ システムズ
マーケティング本部 執行役員 Document Cloud
北川 和彦 氏

K-21D KEYNOTE

D

会場

C-21E クラウド

11:00〜11:40

会場

〜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-21F クラウド

F

会場

パブリッククラウド活用と
インフラ最適配置のベストプラクティス
インテック
N&O事業推進部 ICTサービス課
神保 岳大 氏

W-21G 働き方改革

G

11:00〜11:40

会場

Agileトランスフォーメーションを成功させるには
〜スピーディーな組織を作るカギ

デロイト トーマツ
コンサルティング／ディレクター
Park Jun Seok 氏
提供：デロイト トーマツ グループ
F-21H FACTORY／製造業ICT

H

11:00〜11:40

会場

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

S-21W セキュリティ／運用管理

会場

セミナーの最新情報を
スマホでご覧下さい

巌氏

11:00〜11:40

顧客ID管理・認証基盤における
セキュリティ上の考慮ポイント
NRIセキュアテクノロジーズ
ソリューションビジネス一部
大島 修 氏

中田

13:20〜14:00

情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部 イノベーション人材センター ハイラブル
センター長 小池 雅行 氏 代表取締役

14:30〜15:10

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

14:00

15:00

K-24A KEYNOTE

水本 武志 氏

ユニファ
代表取締役社長

土岐 泰之 氏

15:40〜16:20

C-15W クラウド

WAN回線進化論 〜クラウドアプリケー
ションと考える社内ネットワークとは？〜

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

13:20〜14:00

B-24B ビジネスAI

マクニカネットワークス
マクニカネットワークス営業統括部 ネットワー
クイノベーション営業部 第4課 小松 恭兵 氏

16:00

14:45〜15:25

K-26A KEYNOTE

14:30〜15:10

C-25B クラウド

NEC
プラットフォームサービス事業部長代理 平井 真樹 氏
日経BP総研 イノベーションICT研究所 所長
桔梗原 富夫

12:10〜12:50

次世代エンドポイントによる保護が
セキュリティのコアになる

※同時通訳あり
提供：東京エレクトロン デバイス

12:10〜12:50

APIエコノミーの実践
〜APIで新たな顧客体験やオープンイノベーションを実現〜

オージス総研
サービス事業本部 クラウドインテグレーション
サービス部 齋藤 伸也 氏

12:10〜12:50

Microsoft Teams＋『do！attach』＝営業改革

日本デジタルオフィス
代表取締役 濱田 潔 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 井戸 文彦 氏

12:10〜12:50

無線とクラウドの良い関係
〜構築、運用、分析の3つ観点から〜

マクニカネットワークス
マクニカネットワークス営業統括部 ネットワーク
イノベーション営業部 第4課 神田 雅史 氏

Cisco Data Center Solution Day

14:30〜15:10

15:40〜16:20

G-25C

マルチクラウド環境構築に最適〜シスコ
のハイパーコンバージド、HyperFlex

マルチクラウド環境を「上手に」利用する
ためには？

マルチクラウドで拡張・迅速性と安全性を両立！
注目のセルフ ドライビング ネットワークとは

シスコシステムズ
APJ データセンター バーチャライゼーション
UCS/HyperFlex ビジネスマネージャ 中村

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
ビジネスマネージャ 小桧山 淳一 氏

シスコシステムズ
データセンター・アナリティクス事業 プロダクト
マネージャ 水島 勇人 氏

智氏

12:30〜13:10

14:00〜14:40

K-24D KEYNOTE

S-23E セキュリティ／運用管理

13:20〜14:00

グーグル・クラウド・ジャパン
営業部長 東條 英俊 氏
キユーピー
生産本部 次世代技術担当 荻野 武 氏

S-24E 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

S-23F セキュリティ／運用管理

13:20〜14:00

F-24F FACTORY／製造業ICT

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
W-23G 働き方改革

提供：宝情報

W-24G 働き方改革

13:20〜14:40

13:20〜14:00

デバイスマネジメントから働き方改革を推進！
成功事例からその仕組みをご紹介
JALインフォテック
システム基盤サービス事業本部 山口 正道 氏
ピーエスシー
営業本部 田中 應貴 氏 SSP室 三輪 涼子 氏

Coaido
渉 氏 代表取締役

玄正

慎氏
W-24W 働き方改革

15:40〜16:20

Web APIの保護に係る技術動向と、
API連携認証システムのあり方

オージス総研
サービス事業本部 テミストラクトソリューション部
マネジャー 上席アーキテクト 八幡 孝 氏

14:30〜15:10

W-25G 働き方改革

15:40〜16:20

働き方変革に成功した企業に学ぶ
「“個”の能力を最大限に引き出す秘訣」
ブレインズテクノロジー
代表取締役
濱中 佐和子 氏

T-25H IoT

「メンター伴走型「先進的IoT 「センサーとゲームによる次世代運動シ 「緊急情報共有アプリ「Coaido119」に
プロジェクト支援事業」の概要」 ステム〜EXPO2025計画との連動〜」 よるAED利用促進とIoT連携の展望」
情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部 イノベーション人材センター アルカディア・システムズ
センター長 小池 雅行 氏 経営企画本部 営業企画部／取締役 相阪

C-25F クラウド

ネオジャパン
マーケティング統括部
市村 英二 氏

成果事例セミナー3（健康・救命） ―IPA 先進的IoTプロジェクト―

15:40〜16:20

プロット
常務取締役
坂田 英彦 氏

14:30〜15:10

15:00〜16:20

成果事例セミナー4（eコマース・エンタメ） ―IPA 先進的IoTプロジェクト―

「メンター伴走型「先進的IoT 「買い物革命！スマートマットによる残量計測と最適注文で消耗 「ライブエンターテイメント用ロ
プロジェクト支援事業」の概要」 品を自動補充！家庭でもビジネスでも使える自動購入サービス」 ボットプラットフォームの創出」
情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部 イノベーション人材センター スマートショッピング
センター長 小池 雅行 氏 代表取締役 林 英俊 氏

14:30〜15:10

"AI×動画×ビジネスチャット"が働き方を変える
〜イノベーションを育成するDX時代の働き方改革〜

ユニリタ
執行役員／デジタルサービス本部 Be.Cloud部
部長 戌亥 稔 氏

mplusplus
代表取締役社長

C-25W クラウド

藤本

実氏

15:40〜16:20

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

K-26B KEYNOTE

16:50〜17:30

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！」
山梨県IoT推進ラボ
Mt.Fujiイノベーションエンジン 理事兼事務局長
川上村IoT推進ラボ
総合プロデューサー 田中 淳一 氏
藤枝市IoT推進ラボ
藤枝市 企画創生部 ICT推進室 室長

戸田 達昭 氏

田中 章元 氏

Cisco Data Center Solution Day
16:50〜17:30

シスコとマイクロソフトで実現する「マルチクラウ
ド対応コンピューティング＆ネットワーキング」
シスコシステムズ
データセンター・仮想化アーキテクチャSE本部 コンサルティングシステムズエンジニア 畝高 孝雄 氏
日本マイクロソフト
パートナー技術統括本部 パートナーテクノロジーストラテジスト 高添 修 氏

17:00〜17:40

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
業務推進室 主管 石井 奈々子 氏

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」

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

HDE
クラウドセールス&マーケティングディビジョン
副統括 三宅 智朗 氏

W-23W 働き方改革

S-25E セキュリティ／運用管理

※同時通訳あり
IFS
グローバル・インダストリー・ソリューション部門 バイスプレジデント
アントニー ボーン 氏
提供：IFSジャパン

先進事例に学ぶ、IT部門×営業部×
スマートワークの失敗と成功

T-23H IoT

14:30〜15:10

デジタル・シフトに乗り遅れるな
−製造業におけるサービタイゼーションのヒント

13:20〜14:00

アサヒグループホールディングス
IT部門 ゼネラルマネジャー
知久 龍人 氏

G-26C

18:00

17:20〜18:00

アサヒグループがサイバーセキュリテイ対策を強化！
「ASAHI−CSIRT」の取り組みと対策強化のポイントとは

RPA/AIを活用した電通働き方改革の取組

三菱東京UFJ銀行
デジタル企画部長
相原 寛史 氏

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

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

K-27A KEYNOTE

K-27D 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

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〜

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

15:30〜16:10

K-25D KEYNOTE

AI・クラウド最前線とGoogle Cloudで
実現したキユーピーのビジネス変革事例

フォーラムエンジニアリング
取締役 竹内 政博 氏
S-22E セキュリティ／運用管理

G-24C

15:40〜16:20

デジタルトランスフォーメーション待ったなし！
「共創」に向けたIT部門の役割とは？

Cisco Data Center Solution Day

13:20〜14:00

17:00

グルメ情報サービス「Retty」にみる、
コンテナを用いたレガシーシステムの移行事例

【特別対談】

日本IBM
ワトソンサービスデリバリー ワトソンソリュー
ションアーキテクト 田中 孝 氏

Cisco Data Center Solution Day

G-23C

16:15〜16:55

Retty
CTO
樽石 将人 氏

IBM Watsonを活用したコグニティブ
ソリューション構築の勘所

提供：FPTソフトウェア

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

C-22H クラウド

15:00〜16:20

12:10〜12:50

K-22D KEYNOTE

W-22G 働き方改革

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン
マーケティング部 部長
堀江 徹 氏

「メンター伴走型「先進的IoT 「アクティブ・ラーニングを見える化す 「ヘルスケアIoTを起点にした
プロジェクト支援事業」の概要」 る議論の定量分析クラウドサービス」 スマート保育園構想について」

F-14W FACTORY／製造業ICT

FPTジャパン
クラウド推進部 部長 トラン クアン 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

太氏

セミナーコード凡例
A
K-10○
セミナー会場を表します

成果事例セミナー2（教育・保育） ―IPA 先進的IoTプロジェクト―

ルートレック・ネットワークス
代表取締役社長 佐々木 伸一 氏

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

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
部長 石田 浩之 氏

C-22F クラウド

15:40〜16:20

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？

14:30〜15:10

T-15H IoT

2 月21日（水） セミナースケジュール

C-23B クラウド

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

Sentinel One
Chief Revenue Oﬃcer
Nicholas Warner 氏

11:00〜11:40

12:10〜12:50

C-22C クラウド

川崎重工業
企画本部 情報企画部 基幹職
三島 裕太郎 氏

S-15F セキュリティ／運用管理

ネットイヤーグループ
代表取締役社長 兼 CEO
石黒 不二代 氏

日本IBM
セキュリティー事業本部
セキュリティー・システムズ事業部

11:00〜11:40

14:30〜15:10

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
提供：人工知能技術コンソーシアム

デジタルテクノロジー
アライアンスビジネス部1課 課長
渡邉 一成 氏

クラウド・ベースのIBMセキュリティー・
インテリジェンスが企業内外の脅威を可視化

17:00〜17:40

ITモニタリングの世界を変える次世代の
ソリューション
−国内700社以上のお客様が支持する理由は

視点は「カスタマーセントリック」
デジタル時代の顧客体験の創り方

C-22B クラウド

日経BP
日経FinTech編集長
原 隆

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〜

留目 真伸 氏

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

E

B-14G ビジネスAI

スマートワークプレース”で実現する未来型企業への変革
〜「攻めの働き方改革」がもたらす”生産性向上”と”共創”
の同時達成〜

東日本旅客鉄道
JR東日本研究開発センター テクニカルセンター
穴見 徹広 氏
S-20B セキュリティ／運用管理

S-14F セキュリティ／運用管理

2つのお手軽ハイパーコンバージド
インフラが日本のインフラを変える！

13:00

16:50〜17:30

独自調 査 公 開！「銀 行のオープンA PI 導
入」で進むFinTechエコシステムの未来

IPSWITCH JAPAN
日本事業統括 市原 裕行 氏

13:20〜14:40

C-13W クラウド

11:45〜12:25

K-16C KEYNOTE

15:40〜16:20

C-15E クラウド

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

情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部 イノベーション人材センター 木幡計器製作所
センター長 小池 雅行 氏 代表取締役 木幡

ブラック・ダック・ソフトウェア
シニアセールスエンジニア
梶原 史雄 氏

11:00

14:30〜15:10

「メンター伴走型「先進的IoT 「創業109年の老舗圧力計メーカーが提案！既設アナ 「「農業に休日を！」スマート農業で描
プロジェクト支援事業」の概要」 ログ式計器を遠隔監視できる後付けIoT化ユニット」 くアジアの未来と新しい価値の創造」

12:10〜12:50

セキュリティインコ
piyokango 氏

ストロベリーコーンズ
代表取締役 宮下 雅光 氏
アイ・サイナップ
代表取締役 江藤 潔 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

13:20〜14:00

16:50〜17:30

piyokango式、セキュリティ情報との
付き合い方2018

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

成果事例セミナー1（製造・農業） ―IPA 先進的IoTプロジェクト―

OSSリスクの可視化と管理 −知らぬ間に
大量にはびこるリスクを管理するには？

セミナーの最新情報を
スマホでご覧下さい

K-20A KEYNOTE

T-13H IoT

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

SBクラウド
プロダクト技術部 ソリューションアーキテクト
奥山 朋 氏

ネオジャパン
マーケティング統括部
市村 英二 氏

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

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

Alibaba Cloudが支えるクラウドの仕組みと、ビッ
グデータなどを活用した海外の先進的事例紹介

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

13:20〜14:00

18:00

K-17D KEYNOTE

W-14E 働き方改革

レガシーをクラウドへ
（Mainframe&Oracle to Cloud）

12:10〜12:50

C-12H クラウド

JIG-SAW
執行役員／事業戦略室 室長
坂本 勝也 氏

W

C-13G クラウド

グーグル・クラウド・ジャパン
アカウント エグゼクティブ
津川 恵理子 氏

"Connected Industries"実現のために
現場にイノベーションを

13:20〜14:00

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

GoogleのAIによる次世代の働き方と企
業競争力の向上

15:40〜16:20

C-15C クラウド

K-16B KEYNOTE

14:00〜14:40

主要4OSを一元管理！「自動化」機能で管
理業務を変革するLanScope An

12:10〜12:50

C-12G クラウド

サイバー攻撃対策におけるエンドポイント
事前対策とWindows10管理の落とし穴

15:40〜16:20

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

S-13F セキュリティ／運用管理

ドコモ・システムズ
クラウド事業部 コンサルティング部 部長
井尻 周作 氏

17:00

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

ユーザーローカル
COO
渡邊 和行 氏

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〜

企画官

日本IBM
IBMクラウド事業本部 エグゼクティブ・アーキテクト
早川 ゆき 氏

機械学習を埋め込んだ、これからの経営
分析クラウド

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

12:10〜12:50

C-12F 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〜

内閣府
宇宙開発戦略推進事務局
坂部 真一 氏

急成長するAPIエコノミー
〜企業がつながるエコシステムへ参加する

14:30〜15:10

C-14C クラウド

16:15〜16:55

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

C-15B クラウド

日本デジタルオフィス
代表取締役 濱田 潔 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

K-14D KEYNOTE

W-13E 働き方改革

日本デジタルオフィス
代表取締役 濱田 潔 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

14:30〜15:10

Microsoft Teams＋『do！attach』＝現場改革

※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。

K-16A KEYNOTE

山本 彰祐 氏

SAPジャパン
ビジネスアナリティクス事業本部
シニアソリューションプリンシパル 高橋 正樹 氏

臼井 洋史 氏

12:10〜12:50

Microsoft Teams＋『do！attach』＝会議改革

C-11F クラウド

W-14B 働き方改革

13:20〜14:00

12:30〜13:10

GEヘルスケア・ジャパン
プローブ技術製造本部 本部長
W-12E 働き方改革

F

13:20〜14:00

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〜

日本IBM
取締役専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
三澤 智光 氏

16:00

14:45〜15:25

Kudan
COO 項 大雨 氏
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
ティアフォー
取締役 二宮 芳樹 氏

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
OSS戦略担当部長 新井 真一郎 氏
K-12D KEYNOTE

受講無料

G-000 特別企画

2020年以降の自動運転ビジネスを考える

新規サービス開発でビッグデータを活用すべき理由
〜事例から学ぶ、クラウドとAIで広がる可能性〜

日経クラウドファースト
編集長
中山 秀夫

E

W

B-13C ビジネスAI

15:00

K-14A KEYNOTE

NTTデータ
第二公共事業本部 第四公共事業部 第二統括部
RPAソリューション担当 課長 中川 拓也 氏
関 美来 氏 齋藤 千里 氏

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

IBM クラウドとWatsonのいまを知る

14:00

13:15〜13:55

C-13A クラウド

RPA第2ステージ突入！ 本格導入におけ
る運用・統制ルール作成のポイントとは？

12:10〜12:50

K-12C KEYNOTE

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
業務執行役員 本部長 浅野 智 氏

2 月20 日（火） セミナースケジュール

B-13B ビジネスAI

日本IBM
IBMクラウド事業本部 ワトソン事業部
テクニカル・リード 土屋 敦 氏

AIの民主化
〜クラウドとAIを取り巻く最新のビジネス動向〜

D

12:10〜12:50

クラウドで実現する“データをより簡単に・
より使いやすくする”次の分析基盤の考え方

グーグル・クラウド・ジャパン
マシンラーニングスペシャリスト 大薮 勇輝 氏
アカウント エグゼクティブ 宮崎 あゆみ 氏

B-000 ビジネスAI

グーグル・クラウド・ジャパン
データアナリティクステクニカルスペシャリスト
下田 倫大 氏

C-12B クラウド

Google Cloud Platform 最前線
〜インフラストラクチャから機械学習まで〜

W-000 働き方改革

Google Cloud Platformで実現するビ
ジネスAI基盤

ServiceNow Japan
第一ソリューションコンサルティング本部 三木 啓一 氏
第二ソリューションコンサルティング本部 小林 理枝 氏

C

B

13:00

11:45〜12:25

クラウドで劇的改善！スモールステップ・クイックウィン
インシデント、問題、変更管理から始めるITサービスマネジメント

レコチョク
執行役員 CTO
稲荷 幹夫 氏

B

A

F-000 FACTORY／製造業ICT

