◆2月21日（水） Japan IT Week【関西】セミナータイムテーブル
※全セッション事前申込制
※セミナー会場：インテックス大阪 ６号館 ３階

Japan IT Week【関西】展示会場内

基調講演

特別講演

専門セミナー

会場の詳細はこちらをご覧ください

基調講演／特別講演
10:30

【ES-S1：ディープラーニング・組込みAI】
10：30～12：00

無料

●ディープラーニングが変える組込みAI活用の最前線
～車載システム開発の事例をもとに～
エヌビディア合同会社
日本代表 兼 米国本社副社長
大崎 真孝
●IoT世界を変革するルネサスのe-AI戦略
～エンドポイントでのAI活用が生み出す新しい価値とは～

11:30

ルネサス エレクトロニクス（株）
執行役員常務
兼 インダストリアルソリューション事業本部 本部長
横田 善和

【ST-S：実店舗におけるIT活用】
10：30～12：00

専門セミナー
【IoT-1：IoT事例】
10：３0～11：３0

【WEB-１：アクセス解析】
10：３0～11：３0

●人とテクノロジーが創る新たなオムニチャネル接客
～ＰＡＲＣＯが目指す接客＆コミュニケーションプラット
フォーム～

●デジタルとIoTによる生産最適化の実現
～“カイゼン効果”の倍速化するGE日野工場のBrilliant
Factoryの取組み～

●数値を見るだけではなく、サイト改善に活かすためのウェブ
解析

（株）パルコ
グループＩＣＴ戦略室 業務部長
野中 健次

GEヘルスケア・ジャパン（株）
製造本部長 工場長
藤本 康三郎

（株）HAPPY ANALYTICS
代表取締役
小川 卓

【IoT-2：製造業IoT×AI】
1２：30～1３：30

【IST-１：CSIRT事例】
1２：30～1３：30

無料

●デジタル時代の決済 つながるマーケティング
～先端をゆく、決済連動マーケティングと店頭コミュニケー
ション～

大日本印刷（株）
情報イノベーション事業部 C&Iセンター
副センター長
佐藤 邦光

12:30

【WEB-S：デジタルマーケティング】
13：00～14：30

13:30

無料

●マーケティングを経営ごとに。デジタルでビジネスを加速する。
～顧客体験をビジネスの中心に据えた、これからのマーケティン
グのあり方～
アドビ システムズ（株）
エクスペリエンスクラウド法人営業本部
常務執行役員
ジェイ レヴェルズ

●デジタル・テクノロジーを活用した顧客価値創造への挑戦
アクセンチュア（株）
デジタルコンサルティング本部 マネジング・ディレクター
槇 隆広

【CJ-S1：クラウド活用①】
13：00～14：30

無料

●クラウドで実現する未来型働き方
～自社の生産性向上を実現させるには？～
日本オラクル（株）
執行役員 クラウド･アプリケーション事業統括
HCMクラウド事業本部長
Hanshin Kim
●AIで変わる顧客との関わり方

14:30

【IoT-S1：IoT①】
15：30～17：00
●IoT社会の実現に向けて
ソフトバンク（株）
IoT事業推進本部 事業企画統括部 統括部長
桑原 正光

16:30

●工場におけるIoT×AIの利活用と導入検討におけるポイント ●CSIRT構築後の次の一手
～訓練、成熟度評価と改善～
日本電気（株）
AI・アナリティクス事業開発本部
ANAシステムズ（株）
シニアデータアナリスト
品質・セキュリティ監理室エグゼクティブ・マネージャ
相馬 知也
ANAグループ情報セキュリティセンター ASY-CSIRT
阿部 恭一

（株）セールスフォース・ドットコム
執行役員 関西営業本部 本部長
浦 和広

●ドコモが考えるAI技術を活用したWEB接客
（株）NTTドコモ
執行役員 R&D戦略部長 イノベーション統括部長 兼務
大野 友義

15:30

～解析がビジネスに活かせない５つの理由と解決方法～

無料

【MB-S1：モバイルアプリ運用】
15：30～17：00

【ES-１：派生開発】
1４：30～1５：30

【WEB-2：ユーザー事例】
1４：30～1５：30

●混乱する派生開発からどうやって明日への展開を見出すか
～XDDPでバグゼロとさらにその先への戦略～

●ケンタッキーフライドチキンが挑戦するCRM戦略とデータ
活用

派生開発推進協議会
運営委員
古畑 慶次

日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）
マーケティング部
DIGITAL・CRM推進担当 課長
塩谷 旬

無料

●スマートフォン向けアプリケーションと連携したマーケティン
グデータ活用
（株）クロス・コミュニケーション
取締役 渡邊 純史

●スマホアプリの顧客体験にイノベーションを起こす！
～アプリ成功事例にみる顧客体験向上の法則～
●KDDIのIoTビジネス戦略と今後の取組みについて
（株）ゆめみ
KDDI（株）
取締役 兼 執行役員 ／ オムニチャネル アンバサダー
ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 ビジネスIoT企画部
マーケティングソリューション事業部
部長 原田 圭悟
霜竹 弘一
●5G時代に向けたIoTによる価値創造
（株）NTTドコモ
執行役員 法人ビジネス本部IoTビジネス部長
コネクテッドカービジネス推進室長
谷 直樹

●急増する自社アプリのビジネス利用、その価値とは？
～O2O、EC、メディア、BtoBなどの最新事例公開～
（株）ヤプリ
代表取締役 庵原 保文

17:30
※敬称略。上記は2018年1月22日現在の情報です。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
※セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

1/3

◆2月22日（木） Japan IT Week【関西】セミナータイムテーブル
※全セッション事前申込制
※セミナー会場：インテックス大阪 ６号館 ３階

Japan IT Week【関西】展示会場内

基調講演

特別講演

専門セミナー

会場の詳細はこちらをご覧ください

基調講演／特別講演
10:30

【IoT-S2：IoT②】
10：30～12：00

無料

無料

●世界のメガトレンドから読み解く日本の働き方改革の未来
～"ONE-LIFE"仕事と生活の継ぎ目ない移行が可能になる体験
のデザイン～
（株）日本HP
専務執行役員 パーソナルシステムズ事業統括
九嶋 俊一

●IoTビジネスの新潮流
～IoT先駆企業事例の通信プラットフォーム活用～
（株）ソラコム
執行役員
プリンシパルソフトウェアエンジニア
片山 暁雄

11:30

【MB-S2：働き方改革】
10：30～12：00

専門セミナー

●Facebookの考える働き方改革
フェイスブック ジャパン
執行役員 新規事業開拓兼パートナシップ事業
横山 直人

●進化するプラットフォームとIoTのグローバル展開
エリクソン・ジャパン（株）
チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO） 工学博士
藤岡 雅宣

【ES-2：ディープラーニング】
10：３0～11：３0

【WEB-3：位置情報データ×訪日外国人】
10：３0～11：３0

●FPGA用ディープラーニング開発環境GUINNESSとその応 ●位置情報ビッグデータが解き明かす訪日外国人の動態
用例に関して
（株）コロプラ
東京工業大学
コーポレート統括本部 ビジネスプランニング部 おでかけ研
工学院 情報通信系
究所
准教授
マネージャー
中原 啓貴
酒井 幸輝

●働き方改革のリアル ～どうすれば本当に変えられるのか～
日本マイクロソフト（株）
マイクロソフトテクノロジーセンター
センター長 澤 円

12:30

【IoT-3：FA事例】
1２：30～1３：30
●進化する モノづくりのデジタル技術活用とIoT
～三菱電機が考えるスマートなものづくり～
【ES-S2：自動運転】
13：00～14：30

無料

●「完全自動運転」の実現に向けて
～そのキーテクノロジー～

13:30

【CJ-S2：クラウド活用②】
13：00～14：30

無料

●マルチレイヤクラウド時代の課題と展望

三菱電機（株）
FAシステム事業本部 FAソリューション事業推進部
FAソリューションシステム部長
大谷 治之

（株）インターネットイニシアティブ
執行役員 クラウド本部長
立久井 正和

名古屋大学
未来社会創造機構 特任教授
二宮 芳樹

●自動運転技術の進化による「車」とは？
～「オートモーティブ」から「モビリティ」へ～

●まだ序盤に過ぎない!!
ICTすべてを飲み込むクラウド化の波とは？

パナソニック（株）
執行役員 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
副社長 技術担当（兼）技術本部長
藤井 英治

（株）NTTPCコミュニケーションズ
マーケティング技術責任者
小原 英治

14:30

【ES-3：文書技術】
1４：30～1５：30

【IST-2：CSIRT】
1４：30～1５：30

●開発文書の5S
●セキュリティリサーチャーからの提案
～開発プロセスの悪影響をトヨタ生産方式（TPS）で正す～
ソフトバンク・テクノロジー（株）
名古屋大学
プリンシパルセキュリティリサーチャー
大学院情報学研究科 附属組込みシステム研究センター
辻 伸弘
特任教授/ディレクタ
山本 雅基

15:30

【AT-S1：AI×業務自動化】
料
15：30～17：00

無料

●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～
日本マイクロソフト（株）
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
●働き方革命「日本型RPAの実態と、今後の方向性」
16:30

RPA テクノロジーズ（株）
代表取締役社長
大角 暢之

【IST-S：サイバーセキュリティ】
15：30～17：00

無料

●サイバーセキュリティ領域に求められるゲームチェンジャー
サイバーリーズン・ジャパン（株）
執行役員 社長
茂木 正之
●進化・巧妙化する脅威に対抗するため新たなセキュリティー
アプローチを！
～“脅威対策ライフサイクル”で考えるセキュリティ対策のご
紹介～
マカフィー（株）
代表取締役社長 兼 米国McAfee 副社長
山野 修

17:30

※敬称略。上記は2018年1月22日現在の情報です。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
※セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。
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◆2月23日（金） Japan IT Week【関西】セミナータイムテーブル
※全セッション事前申込制
※セミナー会場：インテックス大阪 ６号館 ３階

Japan IT Week【関西】展示会場内

基調講演

特別講演

専門セミナー

会場の詳細はこちらをご覧ください

基調講演／特別講演
10:30

【IoT-S3：IoT③】
10：30～12：00

無料

【KIT-K：AI活用】
10：30～12：00

専門セミナー
【ES-4：自動運転】
料
10：３0～11：３0

●オークマが考えるIoT活用、知能化を志向したスマートマシ ●AI・IoTによるビジネス変革
●車両・IoTデバイスのセキュリティ対策の進め方
ンと次世代ものづくり
～お客様との共創プロジェクト事例とそれを支えるテク

ノロジー～

オークマ（株）
専務取締役
FAシステム本部長 兼 技術本部 管掌
家城 淳

11:30

（株）NTTデータ
執行役員 ビジネスソリューション事業本部長
佐々木 裕

●製造現場イノベーション最前線
～ディープラーニングを活用した汎用マルチモーダル
AIロボット～

●おもてなしとAI
～顧客体験向上の為のAIの活用方法～

ベッコフオートメーション
（株）代表取締役社長
川野 俊充

楽天（株）
執行役員
AI推進部 ジェネラルマネージャー
茶谷 公之

12:30

【AT-S2：AI×ビジネス変革】
料
13：00～14：30

無料

【WEB-4：動画広告】
料
10：３0～11：３0
●動画広告の効果的な活用方法
～最新事例から見る動画広告をターゲティングに活かすに
は～

（株）KDDI総合研究所
スマートセキュリティグループ
研究マネージャー（工学博士）
竹森 敬祐

Supership（株）
広告事業本部 営業部 部長
由田 昌之

【IoT-4：IoT×AI活用】
1２：30～1３：30

【IST-3：サイバー攻撃】
1２：30～1３：30

●AI+IoTが拓くITの新たな可能性

●サイバー攻撃に関する情報収集、分析の勘所

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング（株）
コンサルティンググループ 執行役員常務
池田 拓史

（株）インターネットイニシアティブ
セキュリティ本部 セキュリティ情報統括室
シニアエンジニア
根岸 征史

●AI 時代における、クラウドを活用したビジネス変革
13:30

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
事業本部長
長谷川 一平
●グローバルビッグデータ解析におけるAI活用
ソフトバンク（株）
ビッグデータ戦略本部
本部長／（株）Agoop
柴山 和久

代表取締役社長 兼 CEO

14:30

15:30

16:30

17:30
※敬称略。上記は2018年1月22日現在の情報です。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
※セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。
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