
創刊キャンペーン実施中
3月末まで無料。

専門家・経営者と社会課題を議論

充実の誌面が読み放題！

年間300以上の動画コンテンツ

ニュースの真相を「1分解説」
世界の動きを現地から速報
誌面を音声で読み上げ
フォロー・通知創

刊
1 4

5

6

7

2

3

会場内でプレゼント進呈中！　ぜひブースにお越しください
まずは体験

抽選コーナーは展示ホールへ※商品・型番は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。　
※抽選券は会期中のみ有効です。　※商品がなくなり次第終了となります。

今話題の「
Google Home」や「ウェア

ラブルネックスピーカー」など、

豪華賞品
がその場で

当たる！

駄菓子 ざんねん！　ハズレ

シャープ ウェアラブルネックスピーカー
AQUOSサウンドパートナー

スマートスピーカー
Google Home

タカラトミー
スマートフォン用プリンター
プリントスSORA（空）

iRobot ルンバ

ケーブルバイト
2名

2名

2名

4名

24名

建設テック 2019 東京
4203 ソナス
4101 Dropbox Japan
4204 日本デジタルオフィス
4201 ブイキューブ
5201 Box Japan
5201 三井情報

SalesTech Summit 2019 東京
2401 アステリア
2404 SBクリエイティブ
1303 NIコンサルティング
2403 カイロスマーケティング
2405 コネクシオ
1301 ソフトブレーン
2402 弁護士ドットコム
1401 マルケト
2301 LINE WORKS
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出展社一覧
Cloud Days 2019 東京
6301 アクティス
5405 アシアル 
6401 アドビ システムズ
5301 アルプス システム インテグレーション
セミナー インテル
5403 NHN テコラス
5501 NTTコミュニケーションズ
セミナー オージス総研
5402 キューデンインフォコム 
5501 グーグル・クラウド・ジャパン
5501 クラウドエース
5501 grasys
6301 ケイ・シー・シー
6201 KDDI
5501 KDDI
5501 サテライトオフィス
6105 札幌市・石狩市
5303 シトリックス・システムズ・ジャパン
5401 スタイルズ
セミナー セールスフォース・ドットコム
5501 ソフトバンク
5302 ダイレクトクラウド
5205 デジタルテクノロジー
5501 トップゲート
6301 ニッポンダイナミックシステムズ
セミナー 日本ティーマックスソフト
セミナー 日本マイクロソフト
5202 ニュータニックス・ジャパン
5304 ネオジャパン
6504 マイクロフォーカスエンタープライズ 

フィールドサービス・ソリューション 2019 東京
2106 アグレックス
2105 SCSK
3101 セールスフォース・ドットコム
2104 テラスカイ

Security 2019 東京
3202 アウトソーシングテクノロジー
3201 SCSK
3203 FFRI
3301 カスペルスキー
3304 CompTIA日本支局
2202 Sky
セミナー SCADAfence
3304 TAC
1203 ディー・オー・エス
2203 東京エレクトロンデバイス
2201 ドコモ・システムズ
3303 ベリサーブ

IoT Solution 2019 東京
5104 イノベーションプラス
5101 エヌエスティ・グローバリスト
5101 NTC
5101 NTTPCコミュニケーションズ
6104 北見市IoT推進ラボ
6102 高知県IoT推進ラボ
5203 ジェイズ・コミュニケーション/
 ジュニパーネットワークス
5101 スズデン
5102 ソラコム 
5104 ティーケーラボ
5101 ドライブ・カメラ
5101 トライポッドワークス
5103 ナテック
5105 バリューテクノロジー
5101 ビーマップ
6101 福岡県IoT推進ラボ
6103 横浜市IoT推進ラボ

ブロックチェーン WORLD 2019 東京
4301 beepnow systems
4303 Blockchain Technologies
4305 ラブロック

ビジネスAI 2019 東京
3403 エッジコンサルティング
4506 NTQジャパン
3401 FPTジャパンホールディングス
4501 オートメーション・エニウェア・ジャパン
4402 産総研 人工知能技術コンソーシアム 
4505 GMOクラウド 
3402 ジェムアルト
4403 テンダ
4401 ドリームオンライン
4404 日本ワムネット
4502 パルスボッツ
4507 日立システムズ
4503 Vuzix Corporation

働き方改革 2019 東京
2504 アジアクエスト
2508 ANSHI JAPAN
3505 e-Janネットワークス
2505 石川コンピュータ・センター
3502 サイバーリンク
2507 システムエグゼ
2502 ジャパンメディアシステム
6501 SmartHR
1403 Chatwork
1501 ドコモ・システムズ
3302 Nasdaq
2509 ネットスマイル
1503 ビーブレイクシステムズ
3503 富士通コネクテッドテクノロジーズ/
 NTTドコモ
1502 ブルーポート
2506 MetaMoJi 
2503 ヤマハ
1402 ユーザーローカル
2501 ユーザベース
3501 レノボ・ジャパン
2001 ロジクール

ソリューションステージ・スケジュール
2月19日（火）

※講演内容、登壇者は変更になることがあります。
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Cloud Days Security ビジネスAIブロックチェーン WORLD 働き方改革 建設テックIoT Solution／デジタルものづくり SalesTech Summit フィールドサービス・ソリューション

展示会場 フロアマップ

2月20日（水）

11:00～11:20

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
クラウド、セキュリティ、ブロックチェーン編
日経BP社　技術メディア局長補佐
中村 建助
13:00～13:20

現場業務を最適化する
FieldServiceLightning導入に必要なノウハウ
テラスカイ
講師調整中
13:40～14:00

グループウェアだから実現できる
ペーパーレス＆Excelレスな職場環境
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
14:20～14:40

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
IoT、AI、働き方、セールステック編
日経BP社　技術メディア局長補佐
中村 建助

15:00～15:20

FieldServiceLightningの実装事例と
他アフターサービス製品との組み合わせ紹介（仮）
アグレックス
講師調整中

15:40～16:00

フィールドサービスソリューションのご紹介
SCSK
ビジネスソリューション事業部門 
AMO第二事業本部センターサービス第二部
矢嶋 雄一郎 氏

16:20～16:40

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
建設テック、デジタルものづくり、フィールドサービス編
日経BP社　技術メディア局長補佐　
中村 建助

11:00～11:20

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
クラウド、セキュリティ、ブロックチェーン編
日経BP社　技術メディア局長補佐
中村 建助
13:00～13:20

現場業務を最適化する
FieldServiceLightning導入に必要なノウハウ
テラスカイ
講師調整中
13:40～14:00

FieldServiceLightningの実装事例と
他アフターサービス製品との組み合わせ紹介（仮）
アグレックス
講師調整中
14:20～14:40

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
IoT、AI、働き方、セールステック編
日経BP社　技術メディア局長補佐
中村 建助

15:00～15:20

グループウェアだから実現できる
ペーパーレス＆Excelレスな職場環境
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

15:40～16:00

暗黙知の見える化、使える化
SCSKサービスウェア
第三事業本部 製造営業部 課長
種子田 竜介 氏

16:20～16:40

デジタルイノベーションの最新トレンドはこれだ
建設テック、デジタルものづくり、フィールドサービス編
日経BP社　技術メディア局長補佐　
中村 建助

FLOOR MAP

※50音順。2019年2月8日現在

GOLD SPONSORS

2019年2月19日（火）・20日（水）
展示会　10：30～ 18：00／セミナー　10：00～ 18：00

会 期

ザ・プリンスパークタワー東京　会 場

Cloud Days 2019 東京
Security 2019 東京
ブロックチェーン WORLD 2019 東京
IoT Solution 2019 東京
ビジネスAI 2019 東京
働き方改革 2019 東京
デジタルものづくり 春 2019 東京
建設テック 春 2019 東京
SalesTech Summit 2019 東京
フィールドサービス・ソリューション 2019 東京日経BP社主 催

PLATINUM SPONSORS



受講無料 ※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。
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※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。
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K-10D KEYNOTEKEYNOTE

スマートコンストラクションで
創造する「未来の現場」 

小松製作所 
執行役員 
スマートコンストラクション
推進本部長
四家 千佳史 氏

10:00～ 10:40
C-11D クラウドクラウド

DX推進はパブリッククラウドと
エッジに、DXの底上げは
社内インフラ刷新にあり 
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 ソリューション 
プロフェッショナル
高添 修 氏

11:00～ 11:40

C-12F クラウドクラウド

知っておきたい　
ITトランスフォーメーションを
支える基盤テクノロジー 
インテル
データセンター・グループ・セールス
ディレクター
福原 由紀 氏

12:10～ 12:50

K-10A KEYNOTEKEYNOTE

破壊的な新規事業の
創出に向けたデジタル変革 

SOMPOホールディングス 
グループCDO・常務執行役員
楢﨑 浩一 氏

10:00～ 10:40

K-12D KEYNOTEKEYNOTE

これからの時代を担う人材に
必要なIT・セキュリティスキル
とセンス 

金融ISAC 
専務理事／ CTO
鎌田 敬介 氏

12:30 ～ 13:10
K-15D KEYNOTEKEYNOTE

IoT・AIならびに
協働ロボット活用による
スマートファクトリー化への推進  
パナソニック エコソリューションズ社 
ライティング事業部 
ライティング機器BU 新潟工場 
工場長（新潟製造綜合部 綜合部長）
森川 誠 氏

15:30 ～ 16:10
K-17D KEYNOTEKEYNOTE

デジタルテクノロジーと
ショッピングセンターの未来   

パルコ 
執行役 グループICT戦略室担当
林 直孝 氏

17:00 ～ 17:40

K-11C KEYNOTEKEYNOTE

RPA導入から5年目のメッセージ 
～RPAのスケール技術と
運営の実例～

住友林業情報システム 
ICTビジネスサービス部
成田 裕一 氏

11:00 ～ 11:40

K-12B KEYNOTEKEYNOTE

なぜ今、営業現場を変革するのか ～先行企業に聞く、
現場をその気にさせる仕組みづくり 
パネリスト
NTTコミュニケーションズ 
第二営業本部 企画部門 担当課長
徳田 泰幸 氏
富士電機機器制御 
事業企画本部 プロモーション部 部長
大濵 一弘 氏

12:30 ～ 13:10

C-13E クラウドクラウド

メインフレームのリフト＆
シフト、オラクルDBの仮想／
クラウド環境への移行を解決！

日本ティーマックスソフト 
最高執行責任者
（Deputy CEO 兼 COO）
羅 錘弼 氏

13:20 ～ 14:00

C-13C クラウドクラウド

「Commerce CloudのAIで
顧客ロイヤリティ戦略を成功に導く」 
～ Salesforceが目指す
2019年の取り組みとは 
セールスフォース・ドットコム 
コマースクラウド 
シニアソリューションエンジニア
山浦 直人 氏

13:15 ～ 13:55

C-14E クラウドクラウド

ダウンタイムを9割削減！ 
事例でご紹介　クラウド移行術
とあえてのオンプレ回帰術

デジタルテクノロジー 
アライアンスビジネス部 
ソリューション営業課 課長
奥原 宏祐 氏

14:30 ～ 15:10

C-14F クラウドクラウド

クラウド生まれの技術による
ITインフラの進化と活用、
そしてこれから 
～今の時代に “ちょうどいい”
オンプレの話～
ニュータニックス・ジャパン 
シニアシステムズエンジニア
島崎 聡史 氏

14:30 ～ 15:10

C-23C クラウドクラウド

アドビのクラウド
ソリューションとAIで実現する
これからのワークフローとは 
アドビ システムズ 
デジタルメディア 
ビジネスマーケティング 執行役員
北川 和彦 氏

13:15 ～ 13:55

C-25B クラウドクラウド

コンテナ技術による実践的機械学習システム入門 
～AI/ML システムの基礎知識～ 

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
グーグル・クラウド・ジャパン 
カスタマーエンジニア　渕野 大輔 氏

15:30 ～ 16:10

C-25D クラウドクラウド

Windows Server 2008 
サポート終了を機会に考える、
Azure移行のメリットと手法 
日本マイクロソフト 
ソリューション開発技術本部 
パートナーソリューションプロフェッショナル
内藤 稔 氏

15:30 ～ 16:10
C-24D クラウドクラウド

働き方改革、その先へ
－Google Cloudで実現する
ビジネスイノベーション  

グーグル・クラウド・ジャパン 
事業本部長
長谷川 一平 氏

14:00 ～ 14:40

C-23G クラウドクラウド

ID連携技術を使ったクラウド、
モバイル活用実現に向けて 

オージス総研 事業開発本部
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

13:20 ～ 14:00
C-24G クラウドクラウド

クラウド時代のデータ連携事例 
～インフォマティカで実現！～ 
アルプス 
システム インテグレーション 
製造流通ソリューション事業部 
チーフセールスエンジニア
積田 雄人 氏

14:30 ～ 15:10

C-25F クラウドクラウド

AWSなど主要クラウドのコスト
削減・利便性向上を実現する、
クラウドブローカー活用  

NHN テコラス 
事業戦略室 執行役員
白倉 章照 氏

15:40 ～ 16:20

C-25G クラウドクラウド

『ごった煮 IT環境を
AIオペレーションでフル活用！』   
マイクロフォーカスエンタープライズ 
ハイブリッドクラウド運用技術部 
プリセールス
佐田 邦広 氏

15:40 ～ 16:20

C-24H クラウドクラウド

もはや仮想化だけではない
－クラウドでどこでも
セキュアに働く環境  
シトリックス・システムズ・ジャパン 
セールスエンジニアリング本部 ソリューションSE部 
フィールド レディネス マネージャー
白川 晃 氏

14:30 ～ 15:10

C-15E クラウドクラウド

Google Cloudで実現する
真のデータ活用－データ分析が
これからのビジネスを変える

グーグル・クラウド・ジャパン 
アカウント エグゼクティブ
宮脇 玲子 氏

15:40 ～ 16:20

H-14C 働き方改革働き方改革

タブレット活用で手軽に始める働き方改革 
ビジネス書作家・アバンギャルド 代表取締役
戸田 覚 氏
NTTドコモ 法人ビジネス戦略部 エバンジェリスト
齋藤 伸一 氏
富士通コネクテッドテクノロジーズ 
営業本部 デジタルマーケティング開発部 マネージャー
渡邉 真二 氏

14:45 ～ 15:25

H-15B 働き方改革働き方改革

着実に成果を出せる人事部の
生産性向上 
～HRテックを活用した、
業務プロセス改善の成功事例～ 
SmartHR 
執行役員
岡本 剛典 氏

15:30～ 16:10

F-23A フィールドサービス・ソリューションフィールドサービス・ソリューション

フィールドサービス先進国
アメリカに学ぶ、
収益向上への3つのステップ 
セールスフォース・ドットコム 
マーケティング本部 プロダクトマーケティング 
シニアマネージャー
大森 浩生 氏

13:15 ～ 13:55

K-21E KEYNOTEKEYNOTE

サイバーリスクに対して
我が国の産業基盤を
どのように護るのか 
情報処理推進機構 
産業サイバーセキュリティセンター 
副センター長
田辺 雄史 氏

11:00～ 11:40

K-21G KEYNOTEKEYNOTE
地方版IoT推進ラボ特別講演「IoT・AIで
日本全国活性化！進む地方創生プロジェクト」 
横浜市IoT推進ラボ 横浜市 経済局新産業創造課長
髙木 秀昭 氏
北見市IoT推進ラボ
北見工業大学地域未来デザイン工学科交通工学研究室 准教授
富山 和也 氏
北見市IoT推進ラボ 要 代表取締役 
田中 恵次 氏

11:00～ 11:40

K-21D KEYNOTEKEYNOTE

船舶のビッグデータ活用事例：
機関プラントの遠隔モニタリング・
事故予防に向けたデジタライゼーション 
日本郵船 
海務グループ ビッグデータ活用チーム 
チーム長
山田 省吾 氏

11:00～ 11:40

B-22F ブロックチェーンブロックチェーン

AIとブロックチェーンを活用した
業務効率化クラウド「beepシフト」、
「beep人事」について  

beepnow CEO　Alex Tsai 氏
※日本語での講演になります。 
提供：beepnow systems

12:10～ 12:50

K-27A KEYNOTEKEYNOTE

ITがもたらす日本、日本企業の
デジタルイノベーション 

IT担当大臣
平井 卓也 氏

17:20～ 18:00

T-11F IoTIoT

IoTが切り拓く
デジタルイノベーションの
現場とIoT活用の最新事例 

ソラコム 
テクノロジー・エバンジェリスト
事業開発マネージャー
松下 享平 氏

11:00 ～ 11:40

S-11B セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

より積極的な防御へ！ 
－自律型エンドポイント
セキュリティによる
“先の先” 対策

東京エレクトロンデバイス 
クラウド技術部
三吉 徹 氏

11:00 ～ 11:40

S-13H セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

最新脅威に対抗する
高度なセキュリティ！ 
～ AIと専門家の知識を融合
したソリューションを大公開～ 
カスペルスキー 
コーポレートビジネス本部 
プロダクトマーケティングマネージャー
高木 信光 氏

13:20 ～ 14:00

K-11A KEYNOTEKEYNOTE

「デジタルな視覚」で最適な CX（顧客体験）を 
～GCPで実現する最先端のデータ分析・活用基盤～

プレイド　Technology Officer
牧野 祐己 氏
グーグル・クラウド・ジャパン 
Senior Account Executive
勝谷 北斗 氏

11:45 ～ 12:25
D-13A 建設テック建設テック

飛島建設のクラウドストレージ活用事例から学ぶ 
～集合知を飛躍的に高め、
生産性を向上させた建設現場の話～
Dropbox Japan　Account Executive
戸田 麻弥 氏
Dropbox Japan　Solution Architect
李 苑 氏
飛島建設 管理本部 情報システム部 課長
小澤 敦 氏

13:15 ～ 13:55

K-21A KEYNOTEKEYNOTE

ロボット＆IoTで改善加速する
次世代スマートファクトリー 
～部品4000種類の多品種少量生産を
実現するオークマDS2部品工場～ 
オークマ 
製造本部 生産技術部 部長
一木 洋介 氏

11:45 ～ 12:25
K-20A KEYNOTEKEYNOTE

家族型ロボット
『LOVOT』がもたらす
デジタルイノベーション 

GROOVE X 
代表取締役 
林 要 氏

10:00～ 10:40

K-20C KEYNOTEKEYNOTE

「ブロックチェーンはこれから」、
ビジネスへの応用フェーズへ 

日経FinTech 
編集長
原 隆

10:00～ 10:40

K-26A KEYNOTEKEYNOTE

SMBCグループにおける
RPA活用の取組について  

三井住友フィナンシャルグループ 
総務部上席推進役 兼 
企画部業務改革室上席推進役
山本 慶 氏

16:15 ～ 16:55

K-26C KEYNOTEKEYNOTE

スポーツ、
「デジタル革命」最前線 

日経 xTECH 
副編集長
内田 泰

16:15 ～ 16:55

K-26E KEYNOTEKEYNOTE

リーダーを潰す部下
～それでも成果を落とさない処方箋～ 

オイコス
メンター
加藤 大介 氏

16:50～17:30

K-27B KEYNOTEKEYNOTE

かんぽ生命における
デジタル戦略   

かんぽ生命保険 
デジタルサービス推進部 部長
今泉 道紀 氏

17:00 ～ 17:40

K-27D KEYNOTEKEYNOTE

ロボットと機械の自律化・
遠隔操作化で劇的に変わる建設現場 
～ T-iROBOで目指す
匠の技のデジタル化～   

大成建設 土木本部 
技師長
今石 尚 氏

17:00 ～ 17:40

K-21C KEYNOTEKEYNOTE

Azure PaaS×ハイブリッド
開発で実現する
アサヒビール営業改革 

アサヒプロマネジメント 
業務システム部 主任
塙 圭介 氏

11:45 ～ 12:25

K-22B KEYNOTEKEYNOTE

マグロ養殖事業におけるIoT・AI活用事例 
日本の水産業活性化に向けた取組概要 
双日 
情報企画部 情報企画第二課 
デジタルイノベーションチーム 
リーダー
村上 雅明 氏

12:30 ～ 13:10

L-11G SalesTech SummitSalesTech Summit

月2000リードを4人で回す 
－【超テック活用】で実現する
少数精鋭営業戦略－ 

弁護士ドットコム 
クラウドサイン事業部 
営業責任者　
平 皓瑛 氏

11:00 ～ 11:40

H-12E 働き方改革働き方改革

「簡単」かつ「高セキュリティ」に
テレワークインフラを
構築する方法   

e-Janネットワークス 
営業部 部長
三井 智博 氏

12:10 ～ 12:50

H-14H 働き方改革働き方改革

即実現！　全部門で大幅な
業務削減を可能とする
究極の働き方改革の方法   

MetaMoJi 
代表取締役
浮川 和宣 氏

14:30 ～ 15:10

H-11E 働き方改革働き方改革

人工知能OCRによる
入力業務効率化    

ネットスマイル 
代表取締役
齊藤 福光 氏

11:00 ～ 11:40

H-15H 働き方改革働き方改革

非効率な社内業務をなくす！
現場からはじめる働き方改革    

ネオジャパン 
マーケティング統括部
市村 英二 氏

15:40 ～ 16:20

H-23H 働き方改革働き方改革

働き方改革は
グループウェアで進む 
～成功事例に見る
改革推進のポイント～    
ネオジャパン 
マーケティング統括部 マネージャー
正木 伸城 氏

13:20 ～ 14:00

H-24A 働き方改革働き方改革

「見えない壁」を打破！
ワークプレイスの見直しで
実現する”みんなの働き方改革”     
レノボ・ジャパン 
執行役員 副社長　
安田 稔 氏

14:45 ～ 15:25

A-12H ビジネスAIビジネスAI

POCで終わらせないAI活用
～AIを活用すべきシーンと
持続のための組織作り  

エッジコンサルティング 
AI事業開発部 エバンジェリスト 
データ解析事務所 代表
森谷 和弘 氏

12:10 ～ 12:50

A-21B ビジネスAIビジネスAI

デジタル変革のアプローチ
アドバンスドアナリティクスを
中心に事例を交えてご紹介！   
FPTジャパンホールディングス 
デジタル・トランスフォーメーション本部 
インダストリーコンサルタント
グェン・ドン・ズーン 氏
※日本語での講演になります。

11:00 ～ 11:40

U-21W KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

知っておきたい！　安心安全な
パブリッククラウド導入の勘所 
～ AWS移行と運用のベストプラクティス～   
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 
クラウドソリューション部 アーキテクトG グループリーダー
荒木 利幸 氏

11:00 ～ 11:40
U-22W KDDI Solution Day in

デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

適材適所のクラウド活用！ 
～そのシステム、「オンプレミス
じゃないと」と諦めていませんか？～   
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部
クラウドサービス企画部 企画1G グループリーダー
佐藤 康広 氏

12:10 ～ 12:50
U-23W KDDI Solution Day in

デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

マルチクラウド環境における
最適なネットワークとは 
～増加するトラフィックへの処方箋～   
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 
ソリューション企画部 イントラ推進G グループリーダー
坂下 敦志 氏

13:20 ～ 14:00
U-24W KDDI Solution Day in

デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

テレワーク導入の障壁を打ち破る
セキュリティ対策の実現方法    
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 
ネットワークサービス企画部 
NWサービス企画2G 
グループリーダー　岩本 克彦 氏

14:30 ～ 15:10
U-26W KDDI Solution Day in

デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

現場の生産性を高めるビジネスチャット活用とは 
～ 4月までに負荷なく実現する
コミュニケーション改革～     
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部
クラウドサービス企画部 企画２G マネージャー
清水 直人 氏

16:50 ～ 17:30

A-13F ビジネスAIビジネスAI

RPA導入奮闘記 
～実際の導入担当者が成功・
失敗体験をリアルに語ります～   

日本ワムネット
ソリューション営業部 チームリーダー
古谷 太郎 氏

13:20 ～ 14:00

A-14D ビジネスAIビジネスAI

RPA2.0その先へ 
～AI・デジタルワークフォースが
実現する人の能力が拡張された世界～   
オートメーション・エニウェア・ジャパン 
代表取締役社長
杉原 博茂 氏
Cogent Labs 代表取締役
飯沼 純 氏

14:00 ～ 14:40

A-15F ビジネスAIビジネスAI

人工知能技術の社会実装 
～サイバーフィジカル社会、
Society5.0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
提供：人工知能技術コンソーシアム

15:40 ～ 16:20

L-13G SalesTech SummitSalesTech Summit

努力・根性に頼らない
営業現場改革 
-SalesTech＆セールス
イネーブルメント- 
アステリア 
ネットサービス本部マーケティング部 
エバンジェリスト　
松浦 真弓 氏

13:20 ～ 14:00

L-24C SalesTech SummitSalesTech Summit

MA活用事例から学ぶ、テクノロジーを
活用した営業・マーケティング改革 
マルケト 
バイスプレジデント マーケティング本部長
小関 貴志 氏
オリックス 広域事業部 マーケティングチーム
津崎 真也 氏

14:45 ～ 15:25

L-14B SalesTech SummitSalesTech Summit

営業生産性向上を実現する
「テクノロジー」×
「科学的マネジメント」 

ソフトブレーン 
取締役 本社営業本部長 兼 
人財開発室長
長田 順三 氏

14:00 ～ 14:40

L-14A SalesTech SummitSalesTech Summit

あなたが使っている“LINE”を
営業ツールに使えないか 
～事例紹介：営業接点を
強化するポイント～ 

ワークスモバイル ジャパン 
市場開発部 部長
中澤 亮介 氏

14:45 ～ 15:25

K-22D KEYNOTEKEYNOTE

JALのセキュリティ投資の考え方
「人を守る」ためのグランドデザイン  

日本航空 IT企画本部 IT運営企画部 
セキュリティ戦略グループ 
グループ長
福島 雅哉 氏

12:30 ～ 13:10

K-22G KEYNOTEKEYNOTE

地方版IoT推進ラボ特別講演「IoT・AIで
日本全国活性化！進む地方創生プロジェクト」  
情報処理推進機構 社会基盤センター 主幹
中村 慧 氏 
川上村IoT推進ラボ
ローカルソリューションズ 代表理事
田中 淳一 氏

12:10～ 12:50

K-16A KEYNOTEKEYNOTE

ソニー銀行における
クラウド活用状況と
今後の展望について 

ソニー銀行 システム企画部
シニアマネージャー
神戸 大樹 氏

16:15 ～ 16:55

K-16C KEYNOTEKEYNOTE

事例に見るクラウド活用最前線
──AI、サーバーレス、API連携 

日経クラウドファースト 
編集長 
中山 秀夫

16:15 ～ 16:55

K-17A KEYNOTEKEYNOTE

JCBのAIに関する取り組み 

ジェーシービー 
イノベーション統括部 
主任
笛田 翔 氏

17:20～ 18:00

K-17B KEYNOTEKEYNOTE
地方版IoT推進ラボ 特別セッション 
IoT・AIで日本全国活性化！　進む地方創生プロジェクト

17:00 ～ 18:00

K-10G KEYNOTEKEYNOTE

SFA活用の先にある
SalesTechによる営業力
強化と業務効率化に向けて 

アイ・ティ・アール 
シニア・アナリスト
三浦 竜樹 氏

10:00～ 10:40

パネリスト 
福岡県IoT推進ラボ 
福岡県 新産業振興課 企画監
見雪 和之 氏
Braveridge 技術担当取締役（CTO）
小橋 泰成 氏
高知県IoT推進ラボ 
高知県 商工労働部 産業創造課 IoT推進室 チーフ
揚田 徹 氏

L-25H SalesTech SummitSalesTech Summit

伝説のセールスマンの手法を
“AI秘書”に移植したらどうなるか 
～普通の人でも確実に
成果が出せる営業改革～ 
NIコンサルティング 
代表取締役
長尾 一洋 氏

15:40 ～ 16:20

S-23E セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

働き方改革、
成功の秘訣はログにあり！ 
実態把握と機械学習による
分析で何が起こる？ 
ディー・オー・エス 
営業企画部 主任
山本 桂 氏

13:20 ～ 14:00
S-25E セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

安全・安心な
スマートファクトリー実現のための
ベストプラクティスとは？ 

SCADAfence 
カントリーマネージャ
垣貫 己代治 氏

15:40 ～ 16:20

S-26F セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

Eメールに潜むリスク対策は人工知能で解決！
低コスト、高スピードの自動監査システムとは？ 
SCSK ITエンジニアリング事業本部 
エンタープライズ第三部　
西廣 恭太 氏
FRONTEO ビジネスソリューション部3部
斎藤 匠 氏

16:50 ～ 17:30

S-24E セキュリティ /運用管理セキュリティ /運用管理

パネルセッション：ソフトバンクが取組む
セキュリティサービスの戦略的人材育成
CompTIA日本支局 　シニアコンサルタント
板見谷 剛史 氏
ソフトバンク　法人事業統括 法人事業戦略本部 
戦略事業統括部 IoT・セキュリティ事業推進部 部長
北山 正姿 氏

14:30 ～ 15:10

U-25W KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day in
デジタルイノベーション2019

有名企業に学ぶ、業務効率
アップを実現する次世代
コミュニケーションとは     
KDDI 
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 
IPコミュニケーション部 企画G マネージャー
市川 真里 氏

15:40～ 16:20

D-16H 建設テック建設テック

ドキュメント可視化で
ペーパレスを実現
（Office365がページまで見える！） 
日本デジタルオフィス 代表取締役社長
濱田 潔 氏
日本マイクロソフト 
Surfaceビジネス本部 
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
土屋 奈緒子 氏

16:50 ～ 17:30
D-11H 建設テック建設テック

「使いやすい」だけじゃない！
Box導入企業急増の本当の理由 
Box Japan 
エンタープライズ営業3部 アカウントエグゼクティブ
高橋 究 氏
Box Japan 
アライアンス・事業開発部 シニアマネジャー
栗原 絵里子 氏

11:00～ 11:40

D-21F 建設テック建設テック

QRでマニュアル・レポート：
営業・製造現場改革（Surface Go活用例） 
日本デジタルオフィス 代表取締役社長
濱田 潔 氏
日本マイクロソフト Surfaceビジネス本部 
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
土屋 奈緒子 氏

11:00～ 11:40
D-24F 建設テック建設テック

現場の人材不足をスマートグラスで解消！ 
国交省にも認められた、最新ソリューションとは!?
コニカミノルタ 産業光学システム事業本部
状態監視ソリューション事業部 第2事業推進部
伊藤 秀朗 氏
ブイキューブ マーケティング本部 
マーケティングコミュニケーショングループ
米元 真由美 氏

14:30 ～ 15:10A-23F ビジネスAIビジネスAI

ソフトウェア収益化が解決するAIビジネスの課題
～セキュリティとプログラムの暗号化、
効果的な収益化モデルの実現～    
ジェムアルト 
ソフトウェアマネタイゼーション事業本部 
シニアプリセールスコンサルタント
前田 利幸 氏

13:20 ～ 14:00

KDDI Solution Day 
in デジタルイノベーション2019
KDDI Solution Day 
in デジタルイノベーション2019

STNet 
経営企画室 副室長 兼 研究開発部長
吉本 浩二 氏
モデレーター 
情報処理推進機構
社会基盤センター長
片岡 晃 氏


