奥 裕哉 様

日本ノーベル株式会社

13:30

QCマスターが語る！
テスト自動化活用例

14:10

検証／運用
自動化ソリューション

14:50

組込みソフトのアウトソーシング化
による社内工数削減

15:30

機能安全規格が教えてくれる
品質検証のポイント

ソフトウェア検証ビジネスグループ
コンパイラ評価チーム チームリーダー

16:10

チャイワン
（台湾＋中国）
？
メイドインジャパン？

プロダクトマーケティング部
プロダクトマネージャー

16:50

実は KDDI もIOT を
オープンに受け付けている

17:30

日本ノーベルが実現する
キャリアIOT

検証システムビジネスグループ
QC・検証チーム チームリーダー

澤田 悠介
GUEST
GUEST

NTTアドバンステクノロジ株式会社

トータルソリューション事業本部
ネットワークソリューションビジネスユニット 担当部長

メディカルイメージング部技術課
主任

永嶋 美雄 様

株式会社ケンコー・トキナー
田中 進也 様

日本ノーベル株式会社

GUEST

GUEST

杉山 淳

日本エイサー株式会社
宇佐美 慶基 様

KDDI 株式会社

商品・CS 統括本部 商品技術部
無線通信 1 グループリーダー

博野 雅文 様

日本ノーベル株式会社

モバイルコミュニケーショングループ
Solution Arrangeチーム チームリーダー

秋山 譲

末松 隆郎 様

株式会社日立システムズ

産業・流通営業本部 第一営業本部
FutureStage 開拓推進部 第一グループ

江崎 京太朗 様

Wi-SUN への取り組み

日本ノーベル株式会社

実は KDDI もIOT を
オープンに受け付けている

KDDI 株式会社

『無線は便利だけれど
使い方は難しいね！』

～ IoT/M2M 無線での陥りやすい
問題 / 対策の事例 ～

技術統括本部 副本部長

佐藤 匡人

ビーコンとクラウドによる
IoTサービス「遠足カメラマン」

株式会社モバイルテクノ
事業企画部 拡販推進室長

新井 康祐 様

ソフトウェア検証ビジネスグループ
次世代検証チーム チームリーダー

短期間で品質確保する施策の紹介

イントラマートで
実現するIoT

博野 雅文 様

日本ノーベル株式会社

スマホのソフトウェア検証
IoT におけるチャット活用

商品・CS 統括本部 商品技術部
無線通信 1 グループリーダー

田島 俊宏

NTTソフトウェア株式会社

ビジネスソリューション事業部
第二カンパニー エンジニア

セールス＆マーケティング本部
パートナーセールスグループ

片山 珠里 様

株式会社 NTTデータ イントラマート
西田 和功 様

日本ノーベル株式会社

営業本部 セールスマネージャ

大熊 元気

イントラマートで
実現するIoT
日本HPのKDDI VoLTE対応
Windows 10 Mobile端末
～日本市場向けの最適化

無線機器における
各国の電波法認証
日本ノーベルの目指す道
※この回のみ 16:40 開始

GUEST
GUEST

産業・流通営業本部 第一営業本部
FutureStage 開拓推進部 第一グループ

江崎 京太朗 様

ソフトウェア検証ビジネスグループ
コンパイラ評価チーム チームリーダー

杉山 淳

NTTソフトウェア株式会社

ビジネスソリューション事業部
第二カンパニー エンジニア

セールス＆マーケティング本部
パートナーセールスグループ

サービス・ソリューション事業本部 技術本部
クライアント技術部 テクニカルコンサルタント

片山 珠里 様

株式会社 NTTデータ イントラマート
西田 和功 様

株式会社日本 HP
末松 隆郎 様

日本ノーベル株式会社

製造管理におけるIoT
Wi-SUN センサーネットワークを
活かしたIoTシステムの取組み

株式会社日立システムズ

日本ノーベル株式会社

機能安全規格が教えてくれる
品質検証のポイント
IoT におけるチャット活用

松岡 正人 様

GUEST

M2M/IoT 委員会 副委員長

次世代の生産管理システム
"FutureStage"

株式会社日本 HP

次世代の生産管理システム
"FutureStage"

株式会社カスペルスキー

ビジネスディベロップメントマネージャー

GUEST

モバイルコンピューティング
推進コンソーシアム（MCPC）

～日本市場向けの最適化

サービス・ソリューション事業本部 技術本部
クライアント技術部 テクニカルコンサルタント

組み込み機器に最適な
セキュリティとは？

5 月 13 日（金）

GUEST

末松 隆郎 様

日本HPのKDDI VoLTE対応
Windows 10 Mobile端末

肥田 親治 様

3 日目

ＳＩソリューショングループ
製造管理チーム チームリーダー

村上 諭貴

株式会社 YRP-IOT

GUEST

株式会社日本 HP

サービス・ソリューション事業本部 技術本部
クライアント技術部 テクニカルコンサルタント

- IoT 活用によるビジネスイノベーションを
起こすための最短方法 -

横河レンタ・リース株式会社

レンタル事業本部 首都圏営業本部
東京第二営業部 二グループ リーダー

プレゼンステージ タイムスケジュール

Wi-SUN 利用促進センター
センター長

GUEST

IoT の動向と
導入事例について

大熊 元気

IoTを早期実現するための
検証環境のご提案

秋山 譲

GUEST

～日本市場向けの最適化

営業本部 セールスマネージャ

モバイルコミュニケーショングループ
Solution Arrangeチーム チームリーダー

GUEST

日本HPのKDDI VoLTE対応
Windows 10 Mobile端末

日本ノーベル株式会社

日本ノーベル株式会社

日本ノーベルが実現する
キャリアIOT

GUEST

ビーコンとクラウドによる
IoTサービス「遠足カメラマン」

ブース番号： 西3-27

5 月 12 日（木）

GUEST

田島 俊宏

2 日目

GUEST

短期間で品質確保する施策の紹介

IoT/M2M 展

GUEST

12:50

日本ノーベル株式会社

ソフトウェア検証ビジネスグループ
次世代検証チーム チームリーダー

2016 Japan IT Week 春

GUEST

12:10

スマホのソフトウェア検証

GUEST

11:30

5 月 11 日（水）

GUEST

10:50

1 日目

日本ノーベル株式会社

コンシューマーテクノロジー事業部
グローバルマーケットアクセスグループ

柘植 晃 様

株式会社 UL Japan
山崎 亜沙美 様

日本ノーベル株式会社
技術統括本部長

金子 伸治

10:50
11:30
12:10
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30

