DXを実現する
Dell Technologies
EMCジャパン株式会社
吉田 尚壮 氏

ソフトバンクが創造する
次世代のIoT

講演プログラム

ソフトバンク株式会社
神谷 義孝
古野 雅人

テクノロジーコラボレーションで、

Google Cloudの
ご紹介
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
阿部 伸一 氏

第4次産業革命と
の
働き方改革への挑戦と 「顧客優位の時代」
コミュニケーションの将来 デジタル変革

世界を変えていこう。

日本マイクロソフト株式会社
春日井 良隆 氏
吉田 馨一 氏

トレンドマイクロ
31年目の革新
トレンドマイクロ株式会社
釜池 聡太 氏

ソフトバンクグループ株式会社
代表取締役会長 兼 社長

孫 正義

あなたにとっての
働き方改革とは？
ヴイエムウェア株式会社
黒須 真理子 氏

5G時代におけるAR技術の
可能性「mixpace」

株式会社セールスフォース・ドットコム
小出 伸一 氏

IBMの技術と
FIFAワールドカップ、
ラグビー
日本アイ・ビー・エム株式会社
三澤 智光 氏

最新データマーケティング
ソリューションについて
ソフトバンク株式会社
藤平 大輔

ソフトバンクの先端技術
ソフトバンク株式会社
湧川 隆次

サブスクリプション
ビジネス成功の鍵
アドビ システムズ 株式会社
中川 哲 氏
ソフトバンク株式会社
藤平 大輔

アワード受賞企業が語る
AIチャットボット導入の裏側 超実践的!
SIerが語る AIによる
株式会社ジェナ
業務改革と事例
五十嵐 智博 氏
日本サード・パーティ株式会社
為田 光昭 氏

ソフトバンクが描く
新しいビジネスの未来
NABLAS株式会社
中山 浩太郎 氏
ソフトバンク株式会社
相田 伸彦

株式会社ホロラボ
中村 薫 氏
SB C&S株式会社
遠藤 文昭

ソフトバンクの5G戦略と
今後の具体的な取り組み
ヤンマーアグリ株式会社
日高 茂實 氏
ソフトバンク株式会社
野田 真

エンタープライズ
セキュリティに対応し
進化するCDP
Arm Limited
芳川 裕誠 氏

パナソニックと
ソフトバンクの挑戦

7.18（木）19（金）

パナソニック株式会社
富岡 広通 氏
トレジャーデータ株式会社
宇根岡 亨 氏
ソフトバンク株式会社
吉田 智治

ビッグデータによる
二輪MaaS戦略
OpenStreet株式会社
横井 晃

人材氷河期到来！
AI清掃ロボットWhiz導入事例
東急不動産株式会社
岡 悠樹 氏
三菱地所株式会社
渋谷 一太郎 氏
グローブシップ株式会社
渡辺 健一郎 氏

マイクロマーケットの
決定版！
スマートマルシェの戦略
ソフトバンク株式会社
弓削 考史

デジタライゼーションが
もたらす変革
東日本旅客鉄道株式会社
太田 朝道 氏
東急不動産株式会社
岡田 正志 氏
ソフトバンク株式会社
今井 康之

ソフトバンクと
マイクロソフトが再定義！
ソフトバンク株式会社
佐藤 貞弘

多様性社会に伴う
課題解決のための
デジタルエコシステム
メディアアーティスト
落合 陽一 氏

PayPay株式会社
馬場 一 氏

RPA+AIを活用した
顧客価値創造の最前線
株式会社Cogent Labs
保科 実 氏
ソフトバンク株式会社
上永吉 聡志

ソフトバンクの開発責任者
が語る！クラウドボイス戦略
ソフトバンク株式会社
石井 基章

ピンチはチャンス！
旭酒造株式会社
桜井 博志 氏

マルチクラウド環境を
自由自在に
ソフトバンク株式会社
小林 俊介

ソフォス株式会社
中西 智行 氏

AR＋IoTで産業界に
イノベーション
PTCジャパン株式会社
西啓氏

働き方改革
×
Win7 EOS = ？
SB C＆S株式会社
野田 泰宏

第一三共ビジネスアソシエ株式会社
岡田 誠 氏

株式会社Clear 生駒 龍史 氏
平和酒造株式会社 山本 典正 氏
ソフトバンク株式会社 鈴木 松雄

PayPayが切り拓く
新たな世界

AIと自動インシデント対応で
セキュリティ運用に革命を

みんな知りたい
IoTによる会議室革命

スマートモビリティサービス
ビジネスを変えるイベント の最前線
ドリブンアーキテクチャとは SBドライブ株式会社
VANTIQ, Inc.
Marty Sprinzen 氏
VANTIQ株式会社
柳原 孝志 氏

AIプロジェクトを加速する
データサイエンスの実際
株式会社 日本HP
新井 信勝 氏

新時代に突入したAI
株式会社グルーヴノーツ
最首 英裕 氏

3年間の実績から生まれた
新型Pepperとは
X-mov Japan株式会社
長安 成暉 氏
株式会社ロゴス
太田 悠 氏

あらゆるデータを
収集・可視化する
データカオスの救世主
Splunk Services Japan 合同会社
辻本 克也 氏
小松原 貴司 氏

Cohesityでソフトバンク流の
聖域なきデータ改革

セキュリティ新時代、
DevOpsのその先へ

Cohesity Japan株式会社
片尾 隆宏 氏
ソフトバンク株式会社
山根 研一

SB C&S株式会社
大塚 正之
竹石 渡

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
西岡 典生 氏
栗原 圭吾 氏
グーグル合同会社
Benjamin S. Seab 氏

RPAテクノロジーズ株式会社
大角 暢之 氏
株式会社グッドライフ
竹内 瑞樹 氏

ザ・プリンス パークタワー東 京

株式会社ベルシステム24
村田 健太郎 氏

ビジネス課題解決に
役立つ Google Cloud

ついに加速が始まる
大衆型RPAの構造

宮内 謙

AI活用で迎える
コールセンターの未来

日本酒のモダナイゼーションに
秘められた可能性
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ソフトバンク株式会社
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

レノボ・ジャパン株式会社
安田 稔 氏

スペシャルトークセッション
メディアアーティスト
落合 陽一 氏
Linkedln
村上 臣 氏

アクセンチュア株式会社
藤井 篤之 氏
海老原 城一 氏

JBCC株式会社
八木下 和佐 氏

チームとツールの力を結集し、
組織力をアップするには？
5G時代のSmart IoT
Slack Technologies, Inc.
Brian Elliott 氏
Slack Japan 株式会社
水越 将巳 氏

先進事例に学ぶ
スマートシティビジネス
最前線

Mapboxと
共に創る新たな
ロケーション ビジネス
Mapbox Inc.
Ben Truscello 氏

AIは、法人マーケットに
何をもたらすのか？
ソフトバンク株式会社
吉田 剛

RPA×AIで実現する
新しいDXのカタチ
株式会社aiforce solutions
西川 智章 氏
ソフトバンク株式会社
上永吉 聡志

（事前申し込みが必要となります）
マークが付いている講演は、オンラインで視聴いただけます。

日本アイ・ビー・エム株式会社
瀬川 喜臣 氏
安田 智有 氏

ソフトバンクグループの
生産性を一気に向上させる オンラインヘルスケア
職場のコラボレーション改革 サービス戦略
Dropbox Japan 株式会社
保坂 大輔 氏

プライベートネットワークが
もたらす事業へのインパクト
エリクソン・ジャパン株式会社
滝沢 耕介 氏

AI・ビッグデータ活用と
都市最適化マネジメントの紹介 口コミに向き合う
パシフィックコンサルタンツ株式会社 クラウドベンダーの
カスタマーサクセス
杉本 伸之 氏

ソフトバンク株式会社
松田 慎一

AI、
クラウドの
信頼性・透明性

アイティクラウド株式会社
黒野 源太 氏

「敵」
を知る
サイバーリーズン・ジャパン株式会社
増田 幸美 氏

ソフトバンク株式会社
大石 怜史

5G時代到来！
SNS動画活用術
アドビ システムズ 株式会社
田中 玲子 氏
Twitter Japan株式会社
杉本 杏菜 氏

すぐ始められるデジタル
マーケティングで変わる
販促活動

Cinarra Systems Japan 株式会社
細谷 正人 氏
ソフトバンク株式会社
西新 修

ビジネス拡大の鍵？
NISTベースの
セキュリティ対策
ソフトバンク株式会社
北山 正姿

5G時代の
ネットワークエボリューション
ストラテジー
UTStarcom
Steven Chen 氏

AI駆動のエンタープライズ：
ネットワークの次の10年
Mist Systems,
a Juniper Networks company
Sujai Hajela 氏

顔認証をはじめとした
画像認識技術とそのビジネス活用

日本コンピュータビジョン株式会社
Andrew Schwabecher 氏
本島 昌幸 氏
株式会社フューチャースタンダード
鳥海 哲史 氏

顧客優位の時代における
AIプロジェクトの進め方
株式会社セールスフォース・ドットコム
早川 和輝 氏

クラウド時代のIT課題は
Work Simpleで解決
デジタルワークフォース
内製化を実現する次世代RPA シスコシステムズ合同会社
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社

山移 雄悟 氏

秋本 尚吾 氏

As-a-Serviceモデルの
新たなアプローチ
「サービスの流通創造」
日本ヒューレット・パッカード株式会社 への挑戦
酒井 睦 氏

佐治 友基

株式会社ベネフィット・ワン
白石 徳生 氏

より安心安全な
認証基盤を目指して
日本ユニシス株式会社
八田 泰秀 氏
ソフトバンク株式会社
藤長 国浩

Alibaba Cloud活用事例
両利きの成長戦略
アクセンチュア株式会社
北村 昌英 氏
ソフトバンク株式会社
河西 慎太郎

SBクラウド株式会社
CHEN CHEN 氏
株式会社ニトリホールディングス
宮入 功明 氏

日本最大級LINE WORKSの
最新導入事例
ワークスモバイルジャパン株式会社
佐久間 佳史 氏
株式会社ジェネストリーム
秋貞 雄大 氏

※講演情報は変更になる可能性がございます。※基調講演を除くすべての講演は各40分間です。

