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東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

株式会社デンソー
アイティーラボラトリ
代表取締役社長

SPECIAL SESSION

15 : 35
:
16 15

これからの製造業の
ものづくりIT
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
常務取締役 CMO/CTO
羽田 雅一
＜ゲスト＞SAPジャパン株式会社
代表取締役社長 福田 譲 氏

製造現場でのIoT活用
最前線
株式会社日立製作所
システム＆サービスビジネス
ICT事業統括本部
サービスプラットフォーム事業
本部 デジタルソリューション
ビジネス推進部 部長
藤田 登 氏

SPECIAL SESSION

16 : 30
:
17 10

大澤

正典

IoTNews出張版
本音で語る！工場をネット
につないでわかったこと
株式会社ソラコム 代表取締役社長 兼
共同創業者 玉川 憲 氏
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
マーケティング企画本部長 入交 俊行
株式会社アールジーン 代表取締役
IoTNEWS 代表 小泉 耕二 氏

代表取締役社長

西垣 淳子 氏

横河ソリューションサービス
株式会社
首都圏統括本部技術部 部長
三石 甲子夫 氏

ドイツ企業がシリコン
バレーで学んだ本当に
大切なこと
SAPジャパン株式会社
Principal, Global Innovation
Oﬃce, SAP Labs ‒Palo Alto.
小松原 威 氏

設備メーカ様との実証実
験で見えたAI/IoT活用
の現在地！
株式会社インテック
執行役員 先端技術研究所 所長
INTEC Innovative
Technologies USA, Inc.
Director
荒野 高志 氏

白坂 成功 氏

知らないのは日本企業
だけ！グローバル化の
カギAPICS世界標準

つないでできる今と未来
の「スマート工場」実現で
製造効率改善！

日本生産性本部APICS代表部顧問、JILSストラテジック
SCMコース講師・コーディネーター サプライチェーン戦略
フォーラム日本理事長 、フレームワークス 特別技術顧問
高井 英造 氏
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
APICS認定インストラクター
山本 圭一

ダッソー・システムズ株式会社
DELMIA Apriso 営業部
ソリューション コンサルタント
廣谷 満 氏

Digitalizing x
Engineering
AI/IoT/ VRが " も のづ
くりプラットフォーム"を
更に進化させる！
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
IoTエンジニアリング本部 本部長
志村 健二

製造業のこれからのビジネ
スに革新をもたらすERP
〜開発責任者が語る
mcframe 7の全貌〜
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
新商品開発本部 商品開発本部
副本部長
川村 将夫

人工知能技術者が語る
製造業IoT・AIの活用事
例と今始められること
株式会社テクノスジャパン
執行役員 ソリューション営業グループ グループ長
中村 昌巳 氏
テクノスデータサイエンス・エンジニア
リング株式会社 執行役員 第３データサ
イエンスグループ グループ長
庄司 幸平 氏

IoT時代のデータ利活用
が企業を強くする
三菱電機インフォメーションシ
ステムズ株式会社
産業・サービス事業本部 産業第一
事業部 製造IoTプロジェクト部
芳賀 秀人 氏

全て見せます「mcframe７」

日本の美・技術・品質を世界の舞台へ
〜オリンピックのオフィシャルサプライヤー
の座を勝ち取ったものづくり企業の挑戦〜
株式会社 三英
三浦 慎 氏

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・
マネジメント研究科

経済産業省
クリエイティブ産業課長

Industrial IoT実現に
向けた横河のプラット
フォームと最新事例の
ご紹介

SPECIAL TALK LIVE

17 : 25
:
18 15

取締役社長

OPENING TALK LIVE 「何が我が国製造業の活力となり得るか？」

平林 裕司 氏

14 : 40
15 : 20

代表取締役

ジャーナリスト
福島 敦子 氏

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
プロダクト事業本部 プロダクトコンサルティング部
副部長 エバンジェリスト
吉原 一記
プロダクト事業本部 プロダクトコンサルティング部
コンサルタント
西村 福太郎

モデレーター

イベントホスト

株式会社ウフル
上級執行役員
IoTイノベーションセンター
所長

東洋ビジネスエンジニア
リング株式会社
常務取締役
CMO/CTO

八子 知礼 氏

羽田 雅一

グローバル経営を支える
原価管理フレームワーク

ERP専任営業が語る
提案/導入事例一挙公開！

株式会社ビジネスブレイン太田昭和
コンサルティング統括本部
アカウンティングコンサルティ
ング事業部 フェロー
倉林 良行 氏

製造業におけるデータの
流通に変革を。IoT/ビッグ
データ時代のデータマネ
ジメント

株式会社日立ソリューションズ
産業システム営業部
第一グループ 課長代理
長田 雄一 氏

インフォマティカ・ジャパン株式会社
セールスコンサルティング部
ソリューションアーキテクト エバンジェリスト
久國 淳 氏

IoTがもたらす変化！
今、取り組むべき
企業ITの備えとは？

ものづくり革新に向けた
AI・IoT活用〜AR（拡張
現実）を活用したお客様
との共創の取り組み〜

IoT時代における
高収益経営への要諦

株式会社レイヤーズ・コンサルティング
SCM事業部 ディレクター
景山 侑亮 氏

ありそうでなかった
『真』の設計・製造プロセ
ス連携

株式会社図研プリサイト
代表取締役社長
上野 泰生 氏

コベルコシステム株式会社
産業ソリューション事業部
産業ビジネス本部
ソリューション推進部 部長
本山 保雄 氏

基幹システムを
Best of Breed型で

日本食研ホールディングス様事例

会計専門家が語る海外拠
点管理のために 今 確認
しておくべきこと

日本食研ホールディングス株式会社
情報システム部 千葉システム企画グ
ループグループリーダー
海野 裕二 氏
キヤノンITソリューションズ株式会社
産業開発センター 産業開発第二部 部長
中嶋 研 氏

株式会社グローバル・パートナーズ・コン
サルティング 関口 泰央 氏／永峰三島会
計事務所 西 進也 氏／BDO税理士法人
長峰 伸之 氏／株式会社フェアコンサル
ティング 平谷 英一 氏／株式会社名南経
営グローバル・パートナーズ 佐分 和彦 氏

全て見せます「mcframe IoT」
〜明日から始める 製造現場向け簡単IoT 〜
勘と経験のデジタル化で生産性を飛躍的に
向上させる手法とは？
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
マーケティング企画本部長
入交 俊行

富士通株式会社
ミドルウェア事業本部 デジタル
ウエア開発統括部 ・ 統括部長
原 英樹 氏

全て見せます「mcframe PLM」
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
プロダクト事業本部 プロダクトコンサルティング部
コンサルタント
赤松 祐治
株式会社図研プリサイト
プロダクトマーケティング室
平石 和也 氏

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

