
【主催】横浜商工会議所 情報関連産業部会 【共催】一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会
総務部 運営管理担当　☎045-671-7498

他では聞けない豪華講師陣！今注目の製品・サービスが勢ぞろい

 ㈱マネーフォワード 取締役 Fintech 研究所長 瀧  俊雄氏

13:00～14:10
Fintech時代の新たな事業創造

講師

コネクティッドで広がる
モビリティサービス創出に向けた取組み

トヨタ自動車㈱  ITS・コネクティッド統括部 総括・企画室長 鈴木 雅穂 氏講師

14:40～15:50 

SNS戦国時代で勝ち抜くマーケティング2.0
㈱AMF  代表取締役  椎木 里佳 氏講師

16:20～17:30

10:30～11:50
新型aiboの紹介及び誕生秘話と今後の可能性
講師 ソニー㈱  AIロボティクスビジネスグループ SR事業室統括部長 松井 直哉氏

展示会 講演会

㈱オープンウェーブ
新明和ソフトテクノロジ㈱
東日本電信電話㈱神奈川事業部
㈱ミライト神奈川支店
㈱USEN

［出展企業一覧］
開催時間／10:00～17:50

IoTゾーン

㈱アイネット
㈱カレッジティアンドケイ
㈱システムクリエーション
㈱哲英

AIゾーン

㈱エー・エス・ディ
コミュニ クラウド ジャパン㈱
ビーアイピー㈱
㈱マネーフォワード
㈱YSLソリューション

クラウドゾーン

㈱エイ・シー・ティ
㈱大洋システムテクノロジー
ネクスト・セキュリティ㈱
㈱ネットフォレスト
富士ゼロックス神奈川㈱
㈱横浜電算

IT関連ゾーン

午前から午後にかけて参加の方には崎陽軒シウマイ弁当を進呈!（限定50名）特別企画

“ITを手軽に使ってビジネスに繋げよう！” との考えのもと、広く情報発信することを目的に
「展示会」「講演会」を開催します。「展示会」では今注目されている製品・サービスを中心に
ITや IT関連サービスに直に触れて頂き、また、「講演会」では豪華講師陣をお招きし、
フィンテックやモビリティサービスといった話題のテーマについてご紹介します。

2019年2月26日　
午前10時～午後5時50分

火 横浜シンポジア 無料



講 演 会
時間◆10：30～17：30
会場◆横浜シンポジア議場・各定員２００名

講  

演 

Ⅰ

新型aiboの紹介
及び誕生秘話と
今後の可能性 
（10:30～11:50）

ソニー㈱  AIロボティクスビジネスグループ 
SR事業室統括部長  松井 直哉 氏

現在、AIを活用したロボットが家庭でも多く登場し、
新しいビジネスに繋げることが期待されている。こうし
た中、1999年に発売され人気を博したソニーのAIBO
は2006年、惜しまれつつ製品開発を終了していたが、
2018年1月11日、先代から進化した「新型aibo」として
発売が開始され、いま大きな注目を集めている。
講演では、この「新型aibo」の誕生にまつわる秘話をは
じめ、その商品コンセプトや特徴について紹介するとと
もに、AIの進化によるaiboの今後の可能性についても
併せてお話しします。

昼休憩70分

講  

演 

Ⅱ

Fintech時代の
新たな事業創造
（13:00～14:10）

㈱マネーフォワード 
取締役 Fintech研究所長  瀧  俊雄 氏

Fintechは社会における様々な変化をもたらしていま
す。キャッシュレス化からデータの活用、バックオフィス
の抜本的な変化など、従来、縁遠いと思われてきた経
営効率化・生産性改善のツールは、より身近に、分かり
やすく、安く使えるようになりました。
本講演では、弊社がその世界の最前線でサービス提
供を行ってきた経験から「普通の会社」が情報ツール
を使いこなす世界観と、さらに実現されていくビジネス
環境についてお話しいたします。

講  
演 
Ⅲ

コネクティッドで広がる
モビリティサービス
創出に向けた取組み
（14:40～15:50）

トヨタ自動車㈱  ITS・コネクティッド統括部 
総括・企画室長   鈴木 雅穂 氏 

自動車産業は今、100年に一度の大変革の時代を迎
えています。トヨタは、移動の自由という社会インフラ
の一翼を担う企業として、「人・モノ・情報」の流れその
ものを変えていくことで、社会課題解決に貢献したい
と考えています。こうした想いの下で取り組んでいるコ
ネクティッドカー普及にむけた取組み、そこから得られ
るビッグデータを活用したサービス事例、モビリティー
サービスプラットフォームを通じた異業種連携につい
てご紹介します。

講  

演 

Ⅳ

SNS戦国時代で
勝ち抜くマーケティング2.0
（16:20～17:30）

㈱AMF　
代表取締役 椎木 里佳 氏

SNS戦国時代と言われ、誰でもインフルエンサーにな
ることのできる世の中で今、どのようなマーケティング
を仕掛けていくべきなのか。これまでのやり方とは全く
異なる新しいマーケティングの形とJCJK流行語大賞
や、韓国EC「kloset」で実際に感じている今後の流行
についてお話していきます。

講師

講師

講師

講師

参加
無料



●出展企業一覧

IoT
ゾ
ー
ン

㈱オープンウェーブ
http://www.openwave.co.jp/

「バイタル管理システム　バイとる君」／非接触のバイタルセンサーで、脈拍、呼吸、体動
を見守ります。データはクラウドで管理し、グラフ、表形式などで表示することができま
す。老人ホームなどでの介護業務の支援を行うシステムです（個人宅でも利用可能です）。

新明和ソフトテクノロジ㈱
https://www.stec.co.jp/

「膨大な契約書、即座に確認できますか?」
高度な検索機能と期限管理で紙の契約書では実現できなかった利便性を実現!サイボウズ
社のkintone上で動作するテンプレートのため、お客様の様々な業務改善に役立ちます。

東日本電信電話㈱神奈川事業部
https://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/

NTT東日本では、IoTセンサーやIoTカメラで製造ラインの稼動状況を可視化・異常検
知するサービスや、AIカメラが不審な動きを店員に通知する万引き抑止サービスなど、
皆様の生産性向上に寄与するIoT/AIの各種サービスをご紹介します。

㈱ミライト神奈川支店
https://www.mrt.mirait.co.jp/

①人の仕事に寄り添いサポートするPCの自動操作ロボット「WinActor」
②GPSを活用した簡単位置情報ソリューション「ここココ」
③非接触型カード利用「シンプル入退室管理」

㈱USEN
http://www.usen.com/

USENは音楽だけでなく、店舗運営のIT化を中核とした総合支援サービスを行っていま
す。実際にIoTサービスのデモ機を持参しておりますので、お気軽に足をお運びくださ
い！お待ちしております！

AI
ゾ
ー
ン

㈱アイネット
https://www.inet.co.jp/

顧客ごとにチューニング可能な独自AIエンジンによる「高精度チャットボット」をクラ
ウドサービスとして提供し、自動応対やオペレータサポート機能により、コンタクトセ
ンターやヘルプデスク業務を効率化します。

㈱カレッジティアンドケイ
http://www.courage.co.jp/

3年連続3回目で勤太郎が今年もバージョンアップいたします。「働き方改革法」完全対
応版（鋭意開発中）のご紹介、そしてAI顔認証も。さらには深層学習AIでの将来予測や、
モデルベース開発の展示も予定しています。

㈱システムクリエーション
http://www.system-creation.com/

地震予測システム：磁気センサーで地磁場の変化と地震発生確率の関連性を検証し、観
測したデータを数値化し、過去に発生した地震データと比べ、AI技術による地震の前兆
を判断し、異常値を超えたら地震を報知。

㈱哲英
http://tetsuei-japan.co.jp/

中小企業向けのコンサルティングに加え、AIやVR、IoTなどを活用したクラウドサー
ビス、HP製作などを行っています。今回は、ホームページに組み込み可能なIBM 
Watsonを利用したAIチャットサービスなどをご紹介します。

ク
ラ
ウ
ド
ゾ
ー
ン

㈱エー・エス・ディ
http://www.asd-inc.co.jp/

スマホで現場管理「目視録」／現場写真の整理、報告書作成、現場状況の確認がスマホで
行え、建築会社様、施設・ビルメンテナンスの会社様でご利用実績があるクラウドシス
テムです。目視録導入により作業効率が向上するため、働き方改革にも繋がります。

コミュニ クラウド ジャパン㈱
https://communicloud.co.jp/

「BT MeetMe with Dolby Voice」は、ドルビーテクノロジーを搭載した次世代の多地
点音声会議サービスです。雑音がなくクリアな音声で、実際に会って話をしているよう
な臨場感とリアリティのある音声会議を実現します。テレワークにも最適です。

ビーアイピー㈱
https://www.bip-it.co.jp/

顧客管理・営業支援で世界シェアNo1のSalesforce、社内の情報をセキュアに管理するBox、業務
効率化で今話題のRPAツールWinActor、世界で2億人が使用するEvernote、これらソリューショ
ンを組み合わせたコンサルティング導入支援を行い、新しいハタラキカタを提案させて頂きます。

㈱マネーフォワード
https://moneyforward.com/

マネーフォワードクラウドシリーズは、バックオフィス業務の自動化や大幅な効率化、
資金繰り不安解消、データに基づく経営判断サポートを目的に提供されている、事業者
向けクラウドサービスです。

㈱YSLソリューション
http://www.ysl.co.jp/

【国内外10,000現場で導入】「CheX(チェクロス)」はiPadで建築図面を管理しメモや写真
を記録、即共有することができます。現場のICT化、生産性向上、働き方改革を支援します。

IT
関
連
ゾ
ー
ン

㈱エイ・シー・ティ
http://www.a-c-t.co.jp/

製品名：iLUTon ／この製品は、ベトナムとの共同開発で開発した情報セキュリティを担保する製品です。
主な機能としては、離席時にPCがログオフ、着席時にログオンされ、セキュリティを担保できると共に、
日々のPCでの作業時間、稼働状況のログを収集して今後、様々な働き方改革に向け支援いたします。

㈱大洋システムテクノロジー
https://www.taiyo-st.co.jp/

圧倒的な業務効率化を実現するコンサルティングをご紹介！ブースでは、業務効率化を
叶えるツールを体感いただけます。◉RPA：業務分析、導入から内製化・定着化まで
ご支援／◉flier（フライヤー）：1冊分の内容が10分で読める書籍要約サービス

ネクスト・セキュリティ㈱
https://next-security.jp/

テレワーク作業など多様化する仕事のあり方に対して、安全かつ確実な方法でデータや端末等を持ち出し、実務が
遂行できる、新しいソリューションを提供いたします。①「＠割符Plus」 ：安全かつ確実な方法で大切な情報資産
の流出を防ぎます。 ②「Tally To Go」：最大級のセキュリティを担保できるデスクトップ環境を実現します。

㈱ネットフォレスト
https://www.netforest.ad.jp/

様々な人達とのコラボレーションの場として、WEB制作、プロバイダ事業などを展開する
「netforest」が手掛けるコワーキングスペース「/Bangarrow」のご紹介です。

富士ゼロックス神奈川㈱
https://www.fujixerox.co.jp/knx

注目を集める働き方改革の「はじめの一歩」をどうすればいいのか。
働き方改革を目指し、業務改善に成功したお客様の実際のDocuWorks活用事例の紹介
や実際の操作をご覧いただけますので、課題解決を明確にイメージいただけます。

㈱横浜電算
https://yokohamadensan.com/

『RPA』に興味はございますか？　 国内シェアNo.1のRPA、WinActorを中心に、色々
なRPA製品やRPA導入までの流れ、業務改善に導くコツを自社導入実績から顧客目線
で丁寧に説明致します。RPAのことなら横浜電算へお越しください。

時間◆10：00～17：50
会場◆横浜シンポジア レセプションスペース

入場
無料展 示 会



参加申込書 FAX▶045-671-7410　申込締切日▶2月25日（月）
※「受付票・参加票」はございません。直接会場までお越し下さい。

●参加を希望する講演会に○印をお付け下さい。
●講演会については、複数のお申し込みが可能ですが、各定員200名を超えた場合は、事務局よりご連絡の上、受講可能な数を制
限させて頂く場合がございます。
●取得した個人情報は、本フェスティバルのための受付、登録、連絡のみに使用いたします。

企業・団体名

連絡担当者名 TEL

E-mail FAX

役職名 氏 名 講演Ⅰ
ソニー㈱

講演Ⅱ
㈱マネーフォワード

講演Ⅲ
トヨタ自動車㈱

講演Ⅳ
㈱AMF

横浜商工会議所 総務部運営管理担当  ☎045-671-7498問合先

キリトリ不要
●会場案内

横浜シンポジア
〒231-8524 神奈川県横浜市中区山下町2 
　産業貿易センタービル 9F

● ITフェスティバル会場周辺にランチ営業のお店が複数ありますが、混雑している場
合がございます。

● お弁当をご持参の方、会場周辺のお店で購入された方は、横浜商工会議所 会議室
（会場の１つ下のフロア）をご利用下さい。

昼食について

横浜スタジアム

中華街

日本大通り駅 元町・中華街駅

神奈川県庁

横浜市庁舎

郵便局
県民ホール

横浜マリンタワー

●日本大通り駅（みなとみらい線）……3番出口徒歩5分
●市営バス……芸術劇場・NHK前下車徒歩3分
　　　　　　　大桟橋下車徒歩1分
●関内駅（JR、市営地下鉄）……徒歩15分（タクシー5分）
●石川町駅から（JR）……徒歩15分（タクシー5分）

港の見える丘公園

山下公園

赤れんがパーク

首
都
高
速
神
奈
川
線
３
号
狩
場
線

馬車道駅

みなとみらい線

JR関内駅 JR石川町駅

3番出口

芸術劇場・NHK前

大
さ
ん
橋

横浜シンポジア
産業貿易センター9F

●パソコンからのお申し込みは…https://goo.gl/forms/3p4rAGcKmyKHvBb13
●スマートフォンからのお申込みは…右のQRコードからアクセスしてお申し込みください


