MONOist IoT Forum 2018
東京/大阪/名古屋/福岡

製造業に関するIoTに特化した
フィジカルセミナー
●東京：2018年12月
●大阪：2019年1月
●名古屋：2018年7月
●福岡：2018年6月
(予定)
更新：2018/1/31

ご好評につき第三弾＆福岡開催！ MONOist IoT Forum

モノづくり業界に特化したIoT（Internet of Things）の最新トレンドを、日本の製造業をけ
ん引する企業の事例や最先端研究に関する講演をお届けする「MONOist IoT Forum」。
2016年12月に初めて東京で開催したのを皮切りに、大阪、名古屋での開催、そして第二弾の
東京・大阪も開催できる運びとなりました。
2018年の「MONOist IoT Forum」は東京、大阪、名古屋での開催に加え、福岡開催も企画
しております。スマートファクトリーを中心に具体的な活用事例も増え、AI（人工知能）やク
ラウドとのエッジデバイスとの連携や無線通信などの技術も進化してきています。一方、セ
キュリティや膨大なデータの活用・分析方法などIoTが浸透してきたからこそ直面する新たな課
題もあります。本イベントでは、来場者の方の業務に直結する気づきや学びの場となるととも
に、現場で悩む製造業従事者の皆さまへの課題解決として、製品・ソリューションを知り、理
解していただく場としてご活用いただけますと幸いです。
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【東京】2つのIoTに関するテーマにフォーカス

※2017年12月 東京開催時

A. スマートファクトリートラック
実践段階に入ったスマート工場で果実を得るために
製造業の企業経営層、工場長、生産技術
ドイツの「インダストリー4.0」などIoTなどを活用したスマート
部門、製造現場でのIoT導入に関わる
ファクトリーへの動きがいよいよ本格化しています。しかし取り組み
エンジニアなど
が「現実的な成果」へと向かう中で、従来以上に「異なるメーカー」
「古い機械」「ITとOT」など、「つながり」を確保する難しさに悩む
ケースも増えてきました。さらに、「つながった先の成果」についてもどう描けばよいのかについてもまだまだ迷いが存在します。
スマートファクトリートラックではこうした具体的な障壁や迷いをどう解決していくのかをテーマとし、実際にこれらを乗り越えた
企業の成功事例や、ソリューションをご紹介します。

想定来場者

【キーワード】
スマートファクトリー、マスカスタマイゼーション、サイバーフィジカルシステム、自律化、産業用ネットワーク、
モジュール型生産ライン、人とロボットの協調、工場見える化、古い機械との連携、異種環境差の吸収

B. IoTテクノロジートラック
AIから低消費電力技術までIoTに不可欠な技術の最新トレンドを探る
無線センサー端末などをはじめとした

あらゆるモノや人がつながりを持ち、多くのデータを交わすというこれ
組み込み機器開発エンジニア、製品企画
までになかった世界が到来しようとしています。こうしたIoT世界の実
担当者など
現には、あらゆる事象をデータに変換するセンシング技術、モノとモノ
をつなぐ5Gなどの無線通信技術、複雑なアルゴリズム開発なしに大量の
データから価値を生み出すAI（人工知能）／ディープラーニング技術が新しいIoTテクノロジーが注目を集めています。またセンサーデ
バイスの数はいずれ1兆個に上るとされ、低消費電力技術などもIoTに欠かせない技術となっています。本トラックでは、これらIoTに欠
かせない要素技術の最新開発動向および、未来展望を各技術分野のリーダーに披露いただき、IoTエンジニアの明日の開発に役立てても
らうことを目的にしています。

想定来場者

【キーワード】

AI、低消費電力、IoTゲートウェイ、センサー、ディープラーニング、マシンラーニング、エッジコンピューティング、
エッジデバイス、5G、無線通信技術、セキュリティ、画像処理技術
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申込者の半数以上が製造業
2017年12月東京開催では、申込者の55.7％が製造業従事者と過半数を占めます。

その他
44.3%

■2017年12月開催 申込企業（抜粋）
アーム株式会社
株式会社IHI
アイエステイ
IKエレクトロニクス
アイダエンジニアリング株式会社
株式会社アイダックス
株式会社アイメタルテクノロジー
旭化成エレクトロニクス株式会社
旭硝子株式会社
旭ファイバーグラス株式会社
アドバンテック株式会社
アトムメディカル株式会社
株式会社アマダ
株式会社アマダエンジニアリング
アルプス電気株式会社
アンリツ株式会社
株式会社イノーバ
株式会社イマック
岩井機械工業株式会社
インテル株式会社
株式会社ウエストホールディングス
株式会社ウェルキャット
エスビー食品株式会社
NECプラットフォームズ株式会社
株式会社荏原製作所
株式会社MCOR
MDL
LG Electronics Japan株式会社
株式会社オートワークス京都
沖電気工業株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
オムロン株式会社
オリンパス株式会社
株式会社オルタステクノロジー
加賀コンポーネント株式会社
株式会社ガスター
株式会社ブリヂストン
株式会社キーエンス
キクナ電子株式会社
北芝電機株式会社
株式会社キッツ
キヤノン株式会社
キヤノン電子株式会社
キューテック株式会社
株式会社京三製作所
京セラディスプレイ株式会社
クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社小松製作所

製造業
55.7%

※申込時に任意で選択された業種をベースに記載

コントロンジャパン
SABIC Japan
澤藤電機株式会社
山洋電気株式会社
シーメンス株式会社
JR東日本テクノロジー株式会社
株式会社ジェイデバイス
システムズ・デザイン株式会社
芝浦メカトロニクス株式会社
島雄機設株式会社
昭和電工株式会社
ジョンソンエレクトリック
新日鐵住金株式会社
新日本無線株式会社
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
株式会社図研
日本電気株式会社
株式会社SUBARU
住友化学株式会社
住友重機械工業株式会社
駿河精機株式会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社ゼロソフト
株式会社ソシオネクスト
ソシオネクスト
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ
株式会社
株式会社ソフトサービス
SOLIZE Products 株式会社
株式会社ソラボ
ダイキン工業株式会社
ダイキン情報システム株式会社
株式会社大日光・エンジニアリング
大日本印刷株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社ダイフク
太陽誘電株式会社
株式会社タムロン
株式会社チップテック
中央電子株式会社
中立電機株式会社
DIC株式会社
THK株式会社
TDK株式会社
TDKラムダ株式会社
テルモ株式会社
株式会社デンソー
東京エレクトロン株式会社
株式会社東芝

東芝エネルギーシステムズ株式会社
東芝ディスクリートテクノロジー株式会社
東芝デジタルソリューションズ株式会社
東芝テック株式会社
東芝三菱電機産業システム株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社
東芝メモリー株式会社
株式会社特立電機
凸版印刷株式会社
株式会社豊田中央研究所
株式会社豊通シスコム
トレックス・セミコンダクター株式会社
共同印刷株式会社
株式会社ナカヨ
ナブテスコ株式会社
株式会社南武
株式会社ニコン
日油株式会社
日産自動車株式会社
日東電工株式会社
株式会社ニットー冷熱製作所
日本ガイシ株式会社
日本光電工業株式会社
日本ストラタステクノロジー株式会社
日本電産コパル株式会社
日本電子株式会社
日本飛行機株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本無線株式会社
パイオニア株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社バッファロー
パナソニック株式会社
パナソニックIPマネジメント株式会社
パナソニックFSエンジニアリング株式会社
パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社
浜松ホトニクス株式会社
株式会社ピーアンドエフ
株式会社PFU
日立アプライアンス株式会社
日立金属株式会社
株式会社日立国際電気
株式会社日立製作所
株式会社日立ハイテクソリューションズ
株式会社日立ハイテクノロジーズ
株式会社日立パワーデバイス
華為技術日本株式会社
株式会社ファインテック
株式会社フィリップス・ジャパン
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フクダ電子株式会社
株式会社フジクラ
富士ゼロックス株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
富士電機機器制御株式会社
富士フイルムソフトウエア株式会社
フリーランス
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
本田技研工業株式会社
マイクロソフト ディベロップメント株式会社
株式会社前川製作所
前川製作所
MathWorks Japan
株式会社ミスミ
三井化学株式会社
株式会社ミツバ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社
ミネベアミツミ株式会社
美和電気工業株式会社
村木技術士事務所
株式会社村田製作所
メトラー・トレド株式会社
森永乳業株式会社
矢崎エナジーシステム株式会社
株式会社安川電機
山佐株式会社
有限会社東理研究所
雪印メグミルク株式会社
株式会社ヨコオ
横河電機株式会社
横河マニュファクチャリング株式会社
ライオン株式会社
ラピスセミコンダクタ株式会社
ラピッドセブン・ジャパン株式会社
株式会社LIXIL
株式会社リコー
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
リコーインダストリー株式会社
リョービ株式会社
Renesas Electronics
ルネサスエレクトロニクス株式会社
Levyx Inc.
ローム株式会社
ワッテ
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豪華な講師陣
MONOist IoT Forum では、日本のモノづくりをけん引する企業から豪華な講師を招き、
自社の戦略や取り組みについて講演いただいています。
■2017年12月開催 講師登壇実績
全体基調講演

「パナソニックが考える
IoT時代のモノづくり革新」

IoTテクノロジー特別講演

パナソニック株式会社
コネクティッドソリューションズ社

「オープンIoTからIoSへ」

パナソニック株式会社 専務取締役
／コネクティッドソリューションズ社 社長

東洋大学
INIAD(情報連携学部) 学部長

樋口 泰行 氏

坂村 健 氏

スマートファクトリー特別講演

「工場デジタル化によるカイゼンの
倍速化～GE日野工場 Brilliant Factory
の挑戦と取組み～」
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
製造本部本部長 工場長

IoTテクノロジー特別講演

「第2の創業を迎えた
ジャパンディスプレイの
IoTへのアプローチ」

藤本 康三郎 氏

スマートファクトリー特別講演

「OKI Style
～ OKIのモノづくりへの拘り」
沖電気工業株式会社
執行役員 統合営業本部第三営業本部長

株式会社ジャパンディスプレイ
マーケティング＆イノベーション戦略統括部
執行役員 CMO

伊藤 嘉明 氏

宮澤 透 氏
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イベント概要

■主催

アイティメディア株式会社 MONOist 編集部

■運営

アイティメディア株式会社 セミナー運営事務局

■告知/集客

MONOist／EDN Japan／EE Times Japanを中心に告知

■開催地・開催規模
東京

開催時期
会場
目標来場者数

大阪

2018年12月
東京
約300名
（事前申込数 500名 予定）

開催時期
会場
目標来場者数

愛知（名古屋）
開催時期
会場
目標来場者数

2019年1月
大阪
約120名
（事前申込数 200名 予定）

福岡
2018年7月
名古屋
約120名
（事前申込数 200名 予定）
6月
福岡

開催時期
会場
目標来場者数

7月
名古屋

12月
東京

©2018 ITmedia Inc

2018年6月
福岡
約80名
（事前申込数 120名 予定）
1月
大阪

※参加費：無料
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※
※
※
※

タイムテーブル 東京
時間

A
M

昼
休
憩

P
M

分

5社以上の参加が企画実施の前提条件となります。
タイムテーブルは、スポンサー企業様のご参画状況等により変更させていただく場合がございます。
スポンサーセッションは、お申込み順にお選びいただきます。
個別アンケートを実施される場合は、「個別アンケート回収」も講演時間内での対応となります。

スマートファクトリートラック
（各セッション定員150名）

IoTテクノロジートラック
（各セッション定員150名）

9:55 - 10:00

5

MONOist 編集よりご挨拶

※片方の会場でサテライト放映

10:00 - 11:00

60

【基調講演】

11:00 - 11:50

50

プラチナスポンサーセッション[P-1]

11:50 – 12:10

20

昼休憩（ランチセッション準備）

昼休憩（ランチセッション準備）

12:10 – 12:50

50

【ランチ講演／スマートファクトリートラック】

【ランチ講演／IoTテクノロジートラック】

13:00 – 13:10

10

昼休憩

昼休憩

13:10 - 13:50

40

ゴールドスポンサーセッション[A-2]

ゴールドスポンサーセッション[B-2]

13:50 – 14:00

10

休憩

休憩

14:00 – 14:40

40

ゴールドスポンサーセッション[A-3]

ゴールドスポンサーセッション[B-3]

14:40 – 14:50

10

休憩

休憩

14:50 – 15:30

40

ゴールドスポンサーセッション[A-4]

ゴールドスポンサーセッション[B-4]

15:30 – 15:45

15

休憩（コーヒーブレイク）

休憩（コーヒーブレイク）

15:45 – 16:25

40

ゴールドスポンサーセッション[A-5]

ゴールドスポンサーセッション[B-5]

16:25 – 16:35

10

休憩

休憩

16:35 – 17:25

50

【特別講演／スマートファクトリートラック】

【特別講演／IoTテクノロジートラック】

※片方の会場でサテライト放映
※片方の会場でサテライト放映

※来場者のセッションごとのトラック移動は有り
©2018 ITmedia Inc

7

タイムテーブル 大阪/名古屋/福岡

A
M

昼
休
憩

P
M

※
※
※
※

3社以上の参加が企画実施の前提条件となります。
タイムテーブルは、スポンサー企業様のご参画状況等により変更させていただく場合がございます。
スポンサーセッションは、お申込み順にお選びいただきます。
個別アンケートを実施される場合は、「個別アンケート回収」も講演時間内での対応となります。

時間

分

セッション

10:00 - 10:50

50

【基調講演】

10:50 - 11:30

40

ゴールドスポンサーセッション[C-1]

11:30 - 12:10

40

ゴールドスポンサーセッション[C-2]

12:10 - 12:25

20

ランチセッション準備

12:25 – 13:15

50

【ランチセッション】

13:15 - 13:30

15

午後セッション準備

13:30 - 14:10

40

ゴールドスポンサーセッション[C-3]

14:10 - 14:50

40

ゴールドスポンサーセッション[C-4]

14:50 - 15:05

15

コーヒーブレイク

15:05 - 15:45

40

ゴールドスポンサーセッション[C-5]

15:45 - 16:25

40

ゴールドスポンサーセッション[C-6]

16:25 – 16:50

15

休憩

16:50 － 17:30

50

【特別講演】

©2018 ITmedia Inc
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主なスポンサーメニュー／料金

開催地

・東京

・大阪
・名古屋

プラン名

想定提供リスト
（事前申込者）

概要

①
プラチナ

・AMの全体基調講演後に2トラッ
ク通しで講演できるセッション枠
です。

申込者リスト

500件

(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

②
ゴールド

・片方のトラックで1セッション分
講演いただけます。

申込者リスト

・自セッション申込者リスト
・各トラックの基調講演の申込者リスト

③
シルバー

・講演枠ナシ、その代わり申込者
リストと資料配布が可能です。

申込者リスト

④
ゴールド

・1セッション分ご講演いただけま
す。

申込者リスト

⑤
シルバー

・講演枠ナシ、その代わり申込者
リストと資料配布が可能です。

申込者リスト

⑥
ゴールド

・1セッション分ご講演いただけま
す。

申込者リスト

⑦
シルバー

・講演枠ナシ、その代わり申込者
リストと資料配布が可能です。

申込者リスト

350件
500件

200件
200件
120件

・全体申込者リスト

価格

350万円
240万円

(当日来場者フラグ)

・全体申込者リスト
(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

・全体申込者リスト
(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

・全体申込者リスト
(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

・全体申込者リスト
(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

200万円
150万円
90万円
150万円

・福岡

120件

※留意点※

・全体申込者リスト
(自セッション申込みフラグ
／当日来場者フラグ有)

想定提供リストはあくまで【事前申込者】の数字となっております。
当日貴社セッションの来場者数を保証するものではございませんので、予めご了承願います。
©2018 ITmedia Inc

90万円
（税別・グロス）
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スポンサーメニュー／料金 詳細
メニュー

プラチナプラン
※東京のみ／1社限定※

ゴールドプラン

シルバープラン

40分

40分

－

○

○

－

※事前申込者全リスト
(自セッション申込みフラグ)
(当日来場者フラグ)

※自セッション申込者リスト
※基調講演の申込者リスト
(当日来場者フラグ)

※事前申込者全リスト
(当日来場者フラグ)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

スポンサーセッション
セミナー当日のセッション枠をご提供いたします。

スポンサーアンケート
講演時間中に独自のアンケートを実施していただくことが可能です。
（アンケートを実施する場合は、講演時間の残り5分を用紙回収の時間にあててください）

申込者/来場者データのご提供
セミナー申込者/来場者の「会社名」「部署名」「役職」「電話番号」「メールアドレス」
など、名刺情報を提供します。

事前アンケート結果
申込時に立場や選定状況等を尋ねます。これらの回答内容を付随したデータを後日納品し
ます 。見込み客の選別やアポイントを取るときの事前情報としてお役立てください。
（設問は弊社設定）

スポンサーロゴ掲載
セミナー告知ページに掲示（社名/貴社サイトへのリンク）します。

当日資料配付
当日セミナー来場者全員に、カタログなど、3点まで配布することが可能です。
（サイズ最大A4、1資料あたり12ページ以内、または合計36ページまで）

当日アンケート結果・開催レポート
当日に行う来場者アンケートの集計結果を後日ご提供します。（個人情報は含みません）

（税別・グロス）
※ 協賛のお申込みが申込締切日以降となった場合、
各プランとも上記の申込者/来場者データ数に達しない
可能性がありますので、ご了承ください。

東京

￥3,500,000-

￥2,400,000-

￥2,000,000-

想定申込リスト数 500件

想定申込リスト数 350件

想定申込リスト数 500件

大阪／名古屋

福岡
©2018 ITmedia Inc

¥1,500,000-

¥900,000-

想定申込リスト数 200件

想定申込リスト数 200件

¥1,500,000-

¥900,000-

想定申込リスト数 120件

想定申込リスト数 120件

10
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お申込～当日までの流れ（目安）
約15営業日
約2週間

お申込締切

ご提出
締切①

約1カ月～1カ月半

集客開始

ご提出
締切①

ご提出
締切③

数営業日

セミナー
当日

リスト
納品

ご提出締切①

ご提出締切②

ご提出締切③

集客ページに掲載するために、
必要な情報をご提出いただきます。

■来場者配布用ハンズアウトの
データ

■講演スライド（ppt）

■貴社プライバシーポリシー
■ロゴ
■セッション登録用紙
・社名・肩書・講演者名
・講演者お写真
・講演タイトル
・概要
・講演環境（持込PCなど）

ハンズアウトが有ったほうが、来場
者がメモをとったり成果物として持
ち帰ることが出来るため満足度が高
まります。少ない枚数でも用意され
ることをお勧めします。

©2018 ITmedia Inc

開催報告書
ご提出

講演内容は、的を絞って「少し時間
があまるかな？」程度に留めておく
ことをお勧めします。的を絞り、少
し時間に余裕を持つことで、受講者
に好印象を与えるようです。製品・
サービスの説明は、講演時間全体の
1/3程度にし、事例や活用シーンの話
を盛り込むと満足度が高まります。

11

イベント当日の流れ ※巻末注意事項も併せてご覧ください※
■配布資料キッティング
弊社スタッフがキッティングを請け負い
ます。講演資料・アンケート以外にも、
事前に申請していただいたパンフレット
やカタログを3点まで梱包可能です。

■講演
講師の方には会場前方、講演関係者の方
には後方に席をご用意しております。
※当日は進行や撮影などでスタッフが会
場内をまわりますのでご了承願います。

■リハーサル
講演資料が正しく投影されるかどうかの
確認を行います。事前にお伝えしている
リハーサル開始時間の15分前には会場内
でお待ちください。それ以外の時間は控
室をご利用ください。

■アンケート回収
アンケート回収は会場内でセッション時
間内で各自ご対応をお願いしております。

■受付開始

受付は弊社スタッフが行います。

■終了・撤収
ブース展示など、片付けをお願いいたしま
す。余った資料やノベルティはまとめて梱
包の上、配送用のラベルにご記入・貼付く
ださい。着払いにて発送いたします。

■来場者リストは3営業日後
■開催報告書は約2週間後
に、納品いたします。
©2018 ITmedia Inc
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開催報告書

開催報告書では、

・イベント概要
- タイトル／日時・場所
- 当日の講演スケジュール
・申込者数／当日来場人数
・属性情報
- 業種
- 職種
- 従業員規模
- 来場企業一覧 等
・MONOist主体アンケート結果
- 満足度
- 感想（自由回答） 等
・会場の様子
等、をご報告いたします。

©2018 ITmedia Inc
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参考情報

©2018 ITmedia Inc
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特設サイト「IoTがもたらす製造業の革新」

製造業はIoT時代に
どう立ち向かうべきか
――テクノロジーを追いかけた最新トレンドを集約
http://www.itmedia.co.jp/topics/1606/iiot/

5つの産業別メディアがIoT情報を製造業に特化して発信する総力特集
「IoTがもたらす製造業の革新」。 IoTの流れに対し、工場や製造現
場はどう変わるのか、製品開発の現場はどう変わるのか、最終的な製
品提供の場やビジネスモデルはどう変わるのかをそれぞれ「つながる
工場」「つながる技術」「つながるサービス」の3つの切り口で追い掛
けている。
毎月20本程度の情報公開や企画記事の掲載を続けており、製造業各社
のIoTに関するトップインタビューを中心に連載を実施。さらに現在、
政府などからも求められているIoT活用事例についても、情報発信を強
化している。
●つながる工場（スマートファクトリー）
・キーワード：インダストリー4.0、「つながる工場」、
工場見える化、産業用ネットワーク規格他
製造業IoTの領域では最も早く注目を集めた分野。ドイツのインダストリー4.0や米国のインダスト
リアルインターネットコンソーシアムなどの、枠組みの動向やポイントとなる技術や手法、事例な
どを取り上げる。あくまでも工場やモノづくり現場がどうなるかということを中心に「つながる工
場」の利点と、実現のためのポイントを紹介する。

Factory

●つながる技術（スマートコネクテッドデバイス）

・キーワード：エッジコンピューティング、CPS（サイバーフィジカルシス
テム）、IoTプラットフォーム、人工知能、マシンラーニング、ディープ
ラーニング、各種IoT規格・通信規格など
IoTによるメリットを実現するための「つなげる技術」と、IoTにより製品開発がどう変わるかにつ
いて紹介する。IoTで必要となる省電力、省プロセッシングパワー、省スペース、省設定などの要
求を満たす製品開発や、人工知能やマシンラーニングなどの技術と組み合わせるエッジコンピュー
ティング技術、関連する規格動向について紹介する。メカ・エレ・ソフトの一体開発など、IoT化
により変わる開発環境などについても触れる。

Technology

関連記事ページ合計

●つながるサービス（スマートサービス＝IoTによるビジネス革新）

約250,000PV
約80,000UB
※2017年11月実績
©2018 ITmedia Inc

・キーワード：コネクテッドカ―、自動運転、運転支援、製造業のサービス化、
遠隔監視、自動制御、予兆保全、推薦機能、パワーバイザアワー
製品などのIoT化により製造業のビジネスモデルはどう変わるかを産業カットで、紹介する。自動車
におけるコネクテッドカ―化で自動運転などの付加価値を生みだしたり、産業機器や医療機器などの
予兆保全など。さらに進んで、製品の販売ではなく製品で生み出される価値を売る「サービス化」の
動向などを取り上げる。

Business
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実績

キーマンインタビュー実績／閲覧企業一覧
閲覧企業ランキング

製造業×IoT キーマンインタビュー

※2017年1月実績

日本・海外の名だたる企業のIoT事業のキーマンへの取材記事を約1カ月に1本掲載、
エレ／メカ／ソフトの製造業業界のトレンドを読者に提示。
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/kw/iiotinterview.html
▼掲載実績(一部)

●Industrial Internet Consortium (IIC)
「ソニーも最初は町工場だった」IoT革新は中小製造業が起こす
IIC エグゼクティブディレクター 米国OMG 会長兼CEO
リチャード・マーク・ソーレイ氏
●三菱電機
三菱電機が第4次産業革命で変えること、変えないこと
執行役員でFAシステム事業本部 e-F@ctory戦略プロジェクトグループ
山本雅之氏
●デンソー
デンソーの「ダントツ工場」は人と志をつなげるIoTを目指す
生産革新センター DP-Factory IoT革新室 室長
加藤 充氏

●富士ゼロックス
“言行一致”のIoTソリューションで製造品質を見える化する
執行役員 ソリューション・サービス開発担当
兼 ソリューション・サービス開発本部長(取材当時)
永岡大治氏
●シュナイダーエレクトリック
20年前から取り組む企業が語る「今までのIoT」と「これからのIoT」
エグゼクティブバイスプレジデント IoT＆デジタルトランスフォーメーション担当
シェリル・ペルドカット氏
●ヤンマー
“次の100年の礎”に、ヤンマーのIoT戦略は「B2B2M2C」
CIO 執行役員 経営企画ユニット ビジネスシステム部 部長
矢島孝應氏
●コマツ
加速するコマツのIoT戦略、「顧客志向」が成功の源泉に
取締役 兼 専務執行役員 兼 ICTソリューション本部長
黒本和憲氏

つながる技術

つながるサービス

1 株式会社日立製作所

1 富士通株式会社

1 株式会社日立製作所

2 株式会社東芝

2 株式会社日立製作所

2 パナソニック株式会社

3 三菱電機株式会社

3 株式会社東芝

3 富士通株式会社

4 富士通株式会社

4 パナソニック株式会社

4 株式会社東芝

5 パナソニック株式会社

5 三菱電機株式会社

5 三菱電機株式会社

6 株式会社ジェイテクト

6 キヤノン株式会社

6 コニカミノルタ株式会社

7 オムロン株式会社

7 ルネサスエレクトロニクス株式会社

7 株式会社デンソー

8 キヤノン株式会社

8 オムロン株式会社

8 オムロン株式会社

9 株式会社デンソー

9 株式会社デンソー

つながる工場

●パナソニック
きっかけは「スマホショック」、パナソニックがIoTに舵を切る理由
全社CTO室 技術戦略部 ソフトウェア戦略担当 理事
梶本一夫氏
● Bluetooth Special Interest Group
すべてのIoTデバイスに「Bluetooth」を
エグゼクティブディレクター
マーク・パウエル氏

9 キヤノン株式会社

10 富士ゼロックス株式会社

10 ソフトバンクグループ株式会社

10 ルネサスエレクトロニクス株式会社

11 セイコーエプソン株式会社

11 セイコーエプソン株式会社

11 シャープ株式会社

12 株式会社リコー

12 シャープ株式会社

12 株式会社マクニカ

13 株式会社キーエンス

13 株式会社村田製作所

13 日産自動車株式会社

14 日産自動車株式会社

14 株式会社リコー

14 ソフトバンクグループ株式会社

15 沖電気工業株式会社

15 京セラ株式会社

15 トヨタ自動車株式会社

16 トヨタ自動車株式会社

16 沖電気工業株式会社

16

17 シャープ株式会社

17 株式会社マクニカ

17 セイコーエプソン株式会社

18 株式会社ブリヂストン

18 ジョーンズラングラサール株式会社

18 株式会社本田技術研究所

19 コニカミノルタ株式会社

19 株式会社本田技術研究所

19 株式会社リコー

20 ジョーンズラングラサール株式会社

20 株式会社ニコン

20 三菱自動車工業株式会社

21 ルネサスエレクトロニクス株式会社

21 トヨタ自動車株式会社

21 株式会社村田製作所

22 株式会社村田製作所

22 オリンパス株式会社

22 セイコーインスツル株式会社

23 株式会社IHI

23 富士ゼロックス株式会社

23 株式会社野村総合研究所

24 本田技研工業株式会社

24 アンリツ株式会社

24 オリンパス株式会社

25 経済産業省

25 コニカミノルタ株式会社

25 公立大学法人横浜市立大学

26 ソフトバンクグループ株式会社

26 アルプス電気株式会社

26 有限責任監査法人トーマツ

27 村田機械株式会社

27 株式会社IHI

27 沖電気工業株式会社

28 株式会社ニコン

28 大日本印刷株式会社

28 京セラ株式会社

29 安川情報システム株式会社

29 セイコーインスツル株式会社

29 富士ゼロックス株式会社

30 カシオ計算機株式会社

30 凸版印刷株式会社

30 マツダ株式会社

©2018 ITmedia Inc

パナソニックシステムネットワークス
株式会社
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実績

― 「MONOist IoT Forum 東京 (2017/12)」

全申込者数

来場者数

参加率

592

267

45.1％

タイ
トル

MONOist IoT Forum in 東京

日時

2017年12月4日（月）9:55～18:05（受付 9:30～）

会場

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

定員

300名

協賛
▼事前申込者プロファイル属性

2.0%

0%

その他

15%

内
訳

55.7%

20%

25%

49(14.9%)
93 (28.4%)

自動車・輸送用機器製造業

実際の企業での取り組み事例が聞けることは貴重な機会ですので、引き
続きこういう取り組み事例が聴けるような機会を作っていってもらえた
らと思います。特に、GEヘルスケアジャパン藤本様の講演は非常によ
かった。

24(7.3%)

産業用・事務用機器製造業

37(11.3%)

食品・化学・薬品製造業

11(3.4%)

素材・エネルギー関連製造業

10 (3.0%)
50 (15.2%)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

▼当日来場者の勤務先企業(一部)
ダイハツ工業
ダイフク
太陽誘電
TDK
テルモ
デンソー
東京エレクトロン
東芝
豊田中央研究所
ナブテスコ
ニコン
日産自動車
ニットー冷熱製作所

ウインドリバー株式会社／SAS Institute Japan株式会社／株式会社 図研
／図研ネットウエイブ株式会社／株式会社日立システムズ
／ダッソー・システムズ株式会社／日本マイクロソフト株式会社／富士通株式会社
／ラピッドセブン・ジャパン株式会社

30%

電気機器製造業

その他の製造業

アマダ
アルプス電気
エスビー食品
オムロン
オリンパス
ブリヂストン
キヤノン
京セラディスプレイ
コニカミノルタ
小松製作所
SUBARU
セイコーエプソン
ダイキン工業

アイティメディア株式会社
産業テクノロジー事業部

21 (6.4%)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

製造業
25.0%

10%

主催

33 (10.1%)

コンピュータ関連ソフトウェア製造業

17.3%

情報通信

5%

コンピュータ関連機器製造業

無料

・パナソニック株式会社 専務取締役
コネクティッドソリューションズ社 社長 樋口 泰行 氏
・GEヘルスケア・ジャパン株式会社 製造本部本部長 工場長 藤本 康三郎 氏
・東洋大学 INIAD(情報連携学部) 学部長 坂村 健 氏
講演 ・株式会社ジャパンディスプレイ マーケティング＆イノベーション戦略統括部
執行役員 CMO 伊藤 嘉明 氏
・沖電気工業株式会社 執行役員 統合営業本部第三営業本部長 宮澤 透 氏
同 統合営業本部第三営業本部マーケティング＆サポート第二部長 津田 雅彦 氏

申込／来場者プロファイル

建設

参加費

日本ガイシ
ハウス食品
バッファロー
パナソニック
浜松ホトニクス
日立金属
日立製作所
華為技術日本
フィリップス・ジャパン
フジクラ
富士ゼロックス
富士電機
本田技研工業

三井化学
三菱電機
ミネベアミツミ
村田製作所
森永乳業
安川電機
ヨコオ
横河電機
ライオン
LIXIL
リコー

IoT導入に向けて具体的な事例が聞けて非常に参考になったと思う。また、
同様のフォーラムがあったら参加したい。

デジタル視点での改善、改革は重要であるが、人間の知見とうまく繋げ
られているのかがアナログ、デジタル繋ぎの肝となると考えています。
いろいろな事例の紹介も楽しみなのですが、出来れば特定の事例の
Planningから立ち上げ、実施まで詳細を掘り下げるような紹介も聞いて
みたいと思います。
※講師名および協賛者名は開催当時
※コメントは抜粋
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実績

― 「MONOist IoT Forum 大阪 (2018/1)」

全申込者数

来場者数

248

タ
イ
ト
ル

MONOist IoT Forum in 大阪

日
時

2018年1月24日（水） 9:55～17:30（受付9:30～）

会
場

ブリーゼプラザ(ブリーゼタワー7-8階)

定
員

120名

参加率

153

61.7%

講
演

申込／来場者プロファイル
協
賛

▼事前申込者プロファイル属性
0

建設
2.1%

その他
17.1%
情報・
通信
19.2%

10

20

コンピュータ関連機器製造業

15

電子部品・デバイス・電子回路製造業

30

40

61.7%

内
訳

19

15

産業用・事務用機器製造業
7
5

0.0%

15

(10.6%)
20.0%

30.0%

40.0%

▼当日来場者の勤務先企業(一部)

大阪産業技術研究所
一般財団法人関西情報センター
関西電力
キーエンス
京セラドキュメントソリューションズ
京セラ
京都工芸繊維大学
クボタ
小島プレス工業

ジェイテクト
SCREENホールディングス
住友ゴム工業
ダイキン工業
ダイハツ工業
立花エレテック
中立電機
デンソーウェーブ
パナソニック

インフォアジャパン株式会社／SAS Institute Japan株式会社
／図研ネットウエイブ株式会社／株式会社日立システムズ
／ダッソー・システムズ株式会社／日本マイクロソフト株式会社
／富士通株式会社

IoTの導入検討のため情報収集目的で参加したが、現在の世界の動
向等を含め、非常に有益な情報を得ることが出来たと感じる。自
社での導入目的・障害等をしっかり整理し、検討を進めていきた
い。

(16.9%)

(4.9%)

10.0%

・三菱電機株式会社
FAシステム事業本部 FAソリューションシステム部長
大谷 治之 氏
・IHSマークイット テクノロジー・メディア・コミュニケーション
ディレクター 南川 明 氏
・ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター
生産システム革新グループ 生産システム革新グループリーダー主席技師
高山 正範 氏

(29.6%)

(10.6%)

(3.5%)

その他の製造業

アイティメディア株式会社
産業テクノロジー事業部

(13.4%)

24

食品・化学・薬品製造業
素材・エネルギー関連製造業

主催

50

42

自動車・輸送用機器製造業

無料

(10.6%)

電気機器製造業

製造業

参加費

日立製作所
三菱電機
横河電機

生産現場側、エッジ部分はユーザーへの提案への参考になりまし
た。上位側の話は普段聞く、関わることが無いので実際oT導入と
なるユーザーでは色んな課題があるのだと知れて良かったです。
ものづくりに関するIoTの事例が無料で聴けて大変勉強になりまし
た。ありがとうございました。セキュリティーに課題がシフトし
ている様子も伺えました
※講師名および協賛者名は開催当時
※コメントは抜粋
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実績

― 「MONOist IoT Forum 名古屋 (2017/7)」

全申込者数

来場者数

参加率

201

123

60.0％

0

10

20

コンピュータ関連機器製造業

10

電子部品・デバイス・電子回路製造業

30

情報・通信
18.8%

製造業
65.9%

(7.7%)
12

(9.2%)
35

自動車・輸送用機器製造業

26

産業用・事務用機器製造業

22

食品・化学・薬品製造業
素材・エネルギー関連製造業

8
3

0.0%

(26.9%)

(20.0%)

会
場

AP名古屋.名駅

定
員

120名

(2.3%)
14
10.0%

(10.8%)
20.0%

30.0%

▼当日来場者の勤務先企業(一部)

シマノ
シャープ
ジヤトコ
ダイフク
中部品質管理協会
中立電機
デンソー
東レ
豊田自動織機
豊田中央研究所

参
加 無料
費

主 アイティメディア株式会社
催 MONOist編集部

・コニカミノルタ株式会社 執行役 産業光学システム事業本部長
兼 BIC(ビジネスイノベーションセンター）担当 市村 雄二 氏
・株式会社ジェイテクト 工作機械・メカトロ事業本部 IoE推進室担当
技監 青能 敏雄 氏
SAS Institute Japan株式会社、インフォアジャパン株式会社、
図研ネットウエイブ株式会社、株式会社日立システムズ、KDDI株式会社

コニカミノルタの取り組みと、御提案というか、 IoT導入に対するアドバ
イスは参考になりました。モノづくりは「現場中心」ですが、 IoTも現
場に寄り添うエッジがまず一番なんですね。そしていろいろな課題がある
ことについては同感です。JTECTさまの取り組み、まさに現場からの
IoT 、人の成長を具体的に紹介いただきました。
全体的にはわかりやすく説明頂いたと思います。 IoTはまずやりたいこ
とを明確にすることが大事ということがよくわかった。

(16.9%)

(6.2%)

その他の製造業

アイシン精機
愛知機械工業
愛知製鋼
朝日レントゲン工業
オークマ
川崎重工業
京セラ
コニカミノルタジャパン
ＣＫＤ
ジェイテクト

2017年7月20日（木）13:00～17:55（受付 12:30～）

40

電気機器製造業

内
訳

日
時

協
賛

▼事前申込者プロファイル属性

15.4%

MONOist IoT Forum in 名古屋
先進企業の事例からひもとく製造業「第4次産業革命」の今

講
演

申込／来場者プロファイル

その他

タ
イ
ト
ル

トヨタ車体
トヨタ紡織
日産自動車
日本ガイシ
日本特殊陶業
パナソニック
不二越機械工業
村田機械
ヤマザキマザック

©2018 ITmedia Inc

 基調講演は時間長くして頂き、具体的な事例をもう少し深く聞ければ嬉し
かったです。各講座事例も交えて実現されていること、できることの紹介
をいただけたので、大変参考になりました。生産技術にも情報展開させて
頂きます。ありがとうございました。
一口にIoTと言っても、様々な切り口と見方があることを再認識しまし
た。
現在はデバイスを開発する部門にいるため、少し内容が違うものもあった
が、今後必要になってくる内容である。

※講師名および協賛者名は開催当時
※コメントは当日アンケートより抜粋

19

各種注意事項
※ご出展をご検討いただくのと並行して※
※ご覧いただけますようお願い申し上げます※

©2018 ITmedia Inc
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注意事項（集合型セミナー）
キャンセル料について
申込書後のキャンセルは下記のキャンセル料が発生いたします。予めご了承下さい。
・開催日41日前まで
：50％
・開催日40日以内
：100％
配布資料について
本セミナーでは、講演資料とは別でパンフレットやカタログなどを当日配布する資料に同梱することができます。配布
可能な資料(ノベルティを含む)は3点まで下記規定内で配布することが可能です。
規定外の資料を配布をご希望の場合は別途料金をいただきます。
・資料：
・サイズ：
・ページ数：

3点まで ※アンケート用紙は別となります
最大A4
1資料あたり12ページ以内、または合計36ページまで

※ノベルティの全員配布をご希望の場合、サイズによっては資料配布可能な3点のうちの1点として対応可能です。
予め事務局にお問い合わせください。
※ 1点追加につき3万円(税別・グロス)、追加可能点数は2点まで(合計5点)となります。

©2018 ITmedia Inc
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個別アンケートの収集について

個別アンケートの実施（配布、収集）は各社様の責任にて実施をお願いいたします。

【各社にて実施いただくこと】
・ アンケートの主体の明記
※ 「本アンケートはセッションA-1 ○○株式会社が実施するもので、主催社であるアイティメディア株式会社とは関
わりがありません」等、来場者にわかるよう明記して下さい。
・ アンケート用紙はカタログと併せて受付にて配布いたしますので、事前に弊社までご送付下さい。
※ アンケート用紙の回収は、貴社スポンサーセッション後の「個別アンケート回収」枠にて回収をお願いします。
(ノベルティをお渡しする場合もこの枠内で配布して下さい）
・ 回収したリストの管理をお願いします
(講演冒頭に来場者へのアナウンスをしていただくとアンケート回収率の向上に繋がります)
※ 回収したアンケートは、貴社側で保管、運搬等の管理をお願いします。
※ 回収リストの使用用途を明記したプライバシーポリシーの提示をお勧めいたします。

【アイティメディアでのサポート】
・講演終了後、司会によるアンケート実施及び回収のアナウンスをいたします。

©2018 ITmedia Inc
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個別データの取扱いについて
本イベントの個人情報または個人情報を含むデータの提供に際し、以下の点をご確認下さい。

1. （データ授受手続き）
提供する個人情報または個人情報を含むデータ（以下「個人データ」という）を受け渡しの際は「個人情報受領書」に署名をいただきます。

2. （利用目的の制限）
個人データは当該イベントに関連した貴社製品／サービスの情報提供に限定してご利用下さい。
本利用目的以外で当該個人データを利用される場合は、貴社の責任において、個人情報の情報主体に対し新たな利用目的を事前通知し同意を得るこ
とをお願い申し上げます。

3. （問合せ先、個人情報変更／削除方法の明示）
個人データを元に情報提供する際は、必ず「貴社内の連絡先」「個人データ収集元となったイベント名」および「個人データの変更、削除、情報提
供の停止方法」を明示してください。

4. （管理責任者）
個人データについては管理の責任者を定めご利用下さい。

5. （安全保管）
個人データの記録媒体を紛失・流出等から保護するように安全管理をお願いいたします。

6. （再提供）
本個人データの再提供は原則として行わないで下さい。再提供が必要な場合は事前に情報主体の承諾を得た上でご利用下さい。

7. （委託）
貴社で、個人データを業務委託する際には委託先の監督をお願いいたします。

8. （苦情の解決）
貴社による利用により、情報主体から苦情が寄せられた場合、その解決は貴社側で解決いただきますようお願い申し上げます。
また、弊社に苦情が寄せられた場合、貴社にその解決をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

9. （損害の賠償）
貴社による利用が情報主体の権利を侵害したという理由で、貴社が情報主体から損害賠償を請求された場合、弊社での責任は負いかねます。
あらかじめご了承下さい。

©2018 ITmedia Inc
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ご検討のほどよろしくお願いいたします。

アイティメディア株式会社 営業本部
TEL：03-6893-2179
〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町3-12

紀尾井町ビル12/13F

※本企画書内の料金は全て税別・グロス表記です。
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