2017 Japan IT Week 春 - IoT/M2M展 ⽇本ノーベル ブース内 プレゼンステージ
スタート

5/10 (⽔)

時間

10:40

5/11 (⽊)

⽇本ノーベル株式会社
1-1 技術統括本部

⽇本ノーベル株式会社

佐藤

2-1 営業本部

「IoTと無線通信規格」
11:00

澤⽥

2-2 モバイルビジネスユニット

⽇本ノーベル株式会社

2-4 SIソリューションユニット

13:20

2-7 技術統括本部

明治電機⼯業株式会社
1-10 開拓プロジェクト室

2-10 ソリューションビジネス部

株式会社 ⽇⽴システムズ

KDDI株式会社

ウィングアーク1st株式会社
⼤畠様

⽇本ノーベル株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社

「ノーベルIoTラボ 実験結果エグゼクティブサマリー」

⼤植様

「SIGFOXが変える⽇本のIoT」
富⼠通株式会社

⽥島

3-18 ネットワークサービス事業本部 IoTビジネス推進室

蛭⽥様

「⼯場内IoT活⽤へ向けて今実施すべきこと」
株式会社 UL Japan

株式会社テリロジー
⽊下様

椚座様

「さくらの通信モジュールと セキュリティ」
3-17 LPWAソリューション事業部

「MVNO SIMフリー端末に必要な検証について」

「そのデバイス、KDDI網に接続してみませんか？」

2-19 ソリューション営業統括部ソリューション営業第⼆部

3-19 コンシューマーテクノロジー事業部 ⼭崎様

近藤様

「IoTデバイスを容易にステルス化へ！既存インフラでNW分離を実現」

「サブギガ(800/900 MHz)帯の電波法規制概要」

株式会社 ⽇⽴パワーソリューションズ

株式会社ソラコム
⼆神様

「IoT ビジネスを加速させる 通信プラットフォームSORACOM」
⼀般社団法⼈IoTリサーチ&デザイン
1-21 理事・IoTコンサルタント

菰岡様

「IoTのビジネス価値について考える」
17:40

3-16 本社 技術開発2部 部⻑

⼤熊

2-18 モバイルビジネスユニット

KDDI株式会社
1-19 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

伊藤様

「モバイルIPカメラMORECAを使った監視システム」
株式会社エイビット

嶋本様

⽇本ノーベル株式会社

村上

「IoTを利⽤した製造管理」

17:20

株式会社CHO&Company

「IoTデバイスを容易にステルス化へ！既存インフラでNW分離を実現」

2-17 営業本部

末松様

村上

「IoTを利⽤した製造管理」
3-15 取締役 営業本部⻑

近藤様

⽇本ノーベル株式会社

1-18 SIソリューションユニット

1-20 セールスマネージャー

⽇本ノーベル株式会社
3-14 SIソリューションユニット

「タブレット、スマホを利⽤したリモートプロセスモニタリング」

株式会社⽇本HP

蛭⽥様

「⼯場内IoT活⽤へ向けて今実施すべきこと」

「IoTビジネスにおける、リアルタイム表現の価値とは」

2-16 ソリューションビジネス部

「安⼼・安全をより⼿軽に。企業向けスマートフォン HP Elite x3」

17:00

3-13 ネットワークサービス事業本部 IoTビジネス推進室

旭エレクトロニクス株式会社

菰岡様

1-17 サービス・ソリューション事業本部 技術本部

16:40

近藤様

⼤畠様

2-15 ソリューション営業統括部ソリューション営業第⼆部

⼀般社団法⼈IoTリサーチ&デザイン
1-16 理事・IoTコンサルタント

古⼭様

「CloudKit IoT のご紹介」
富⼠通株式会社

2-13 サービスプロダクト事業部 プロダクトマーケティング室

株式会社テリロジー
⼆神様

「IoTのビジネス価値について考える」

16:20

3-12 技術本部 / AWS User Group Japan 札幌⽀部⻑

「Quality Commander ではじめるテスト⾃動化」

2-14 営業本部 BI戦略担当部⻑ エバンジェリスト

株式会社ソラコム

⼩牧様

株式会社アフォーダンス
澤⽥

ウィングアーク1st株式会社

1-14 営業本部 BI戦略担当部⻑ エバンジェリスト

3-11 産業・流通営業統括本部 ソリューションサービス拡販推進部 部⻑代理

「次世代の⽣産管理システム “FutureStage”」

「知らないと損する IoT向けSIM『7つのきほん』」

「IoT ビジネスを加速させる 通信プラットフォームSORACOM」

16:00

⼩牧様

株式会社インターネットイニシアティブ
⽊下様

⼤植様

「SIGFOXが変える⽇本のIoT」
株式会社 ⽇⽴システムズ

2-11 産業・流通営業統括本部 ソリューションサービス拡販推進部 部⻑代理

2-12 プロダクトイノベーションユニット

「IoTビジネスにおける、リアルタイム表現の価値とは」

15:40

3-10 LPWAソリューション事業部

⽇本ノーベル株式会社
澤⽥

1-13 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

1-15 セールスマネージャー

京セラコミュニケーションシステム株式会社

嶋本様

「次世代の⽣産管理システム “FutureStage”」

⽇本ノーベル株式会社
1-12 プロダクトイノベーションユニット

椚座様

「さくらの通信モジュールと セキュリティ」

株式会社 ⽇⽴システムズ
⼩牧様

「そのデバイス、KDDI網に接続してみませんか？」

15:20

3-9 本社 技術開発2部 部⻑

「タブレット、スマホを利⽤したリモートプロセスモニタリング」

「Quality Commander ではじめるテスト⾃動化」

15:00

肥⽥様

旭エレクトロニクス株式会社

⽯原様

「LPWA⽅式の⽐較とWi-SUNによるIoTシステム導⼊事例について」

株式会社エイビット

2-9 営業統括本部 T&M営業推進部 第⼆課⻑

「情報の『管理』『運⽤』はイノベーションの第⼀歩」

「次世代の⽣産管理システム “FutureStage”」

14:40

3-8 国際部調査役 柘植様

横河レンタ・リース株式会社
⻄⽥様

鷲⽥様

YRP研究開発推進協会
⾼⼝様

「PC制御とEtherCATテクノロジーによる産業機器の変⾰」
ソリューション営業３グループ

IoTテストソリューション事業部

「通信品質でIoTを台無しにしていませんか？」

株式会社 NTTデータ イントラマート

1-11 産業・流通営業統括本部 ソリューションサービス拡販推進部 部⻑代理

14:20

3-7 計測事業本部

「IoTと無線通信規格」
1-9 セールス＆マーケティング本部

近藤様

「知らないと損する IoT向けSIM『7つのきほん』」
アンリツ株式会社

佐藤

2-8 ソリューション・アプリケーション・エンジニア

「位置測位技術を使⽤したIoT化の実例紹介」
14:00

株式会社インターネットイニシアティブ
3-6 サービスプロダクト事業部 プロダクトマーケティング室

末松様

ベッコフオートメーション株式会社

佐藤

樋⼭様

「現場で実現する予知保全と故障予測」

「IoTと無線通信規格」

「IoTが⼈を動かす」
13:40

3-5 社会産業・情報制御事業統括本部 IoT開発部 主任技師

⽇本ノーベル株式会社
⽥島

⽇本ノーベル株式会社
1-8 技術統括本部

肥⽥様

「安⼼・安全をより⼿軽に。企業向けスマートフォン HP Elite x3」

「MVNO SIMフリー端末に必要な検証について」
13:00

株式会社 ⽇⽴パワーソリューションズ

2-5 営業統括本部 T&M営業推進部 第⼆課⻑

2-6 サービス・ソリューション事業本部 技術本部

⽇本ノーベル株式会社
1-7 モバイルビジネスユニット

⼤熊

「ノーベルIoTラボ 実験結果エグゼクティブサマリー」

株式会社⽇本HP
近藤様

「知らないと損する IoT向けSIM『7つのきほん』」
12:40

3-4 営業本部

「情報の『管理』『運⽤』はイノベーションの第⼀歩」

株式会社インターネットイニシアティブ
1-6 サービスプロダクト事業部 プロダクトマーケティング室

古⼭様

「CloudKit IoT のご紹介」
⽇本ノーベル株式会社

村上

横河レンタ・リース株式会社
樋⼭様

「現場で実現する予知保全と故障予測」
12:20

3-3 技術本部 / AWS User Group Japan 札幌⽀部⻑

「IoTを利⽤した製造管理」

株式会社 ⽇⽴パワーソリューションズ
1-5 社会産業・情報制御事業統括本部 IoT開発部 主任技師

鷲⽥様

株式会社アフォーダンス
⾼⼝様

⽇本ノーベル株式会社

⼤熊

IoTテストソリューション事業部

「通信品質でIoTを台無しにしていませんか？」

「PC制御とEtherCATテクノロジーによる産業機器の変⾰」

「ノーベルIoTラボ 実験結果エグゼクティブサマリー」
12:00

3-2 計測事業本部

2-3 ソリューション・アプリケーション・エンジニア

⽇本ノーベル株式会社
1-4 営業本部

アンリツ株式会社
⽥島

ベッコフオートメーション株式会社

村上

澤⽥

「Quality Commander ではじめるテスト⾃動化」

「MVNO SIMフリー端末に必要な検証について」

「IoTを利⽤した製造管理」
11:40

3-1 プロダクトイノベーションユニット

⽇本ノーベル株式会社

⽇本ノーベル株式会社
1-2 プロダクトイノベーションユニット

1-3 SIソリューションユニット

⽇本ノーベル株式会社

⼤熊

「ノーベルIoTラボ 実験結果エグゼクティブサマリー」

「Quality Commander ではじめるテスト⾃動化」
11:20

5/12 (⾦)

⽇本ノーベル株式会社
1-22 モバイルビジネスユニット

2-20 社会産業・情報制御事業統括本部 営業統括本部 主任

今井様

「現場で実現する予知保全と故障予測」
⽇本ノーベル株式会社
2-21 SIソリューションユニット

村上

「IoTを利⽤した製造管理」
⽇本ノーベル株式会社

⽥島

「MVNO SIMフリー端末に必要な検証について」

2-22 技術統括本部

佐藤

「IoTと無線通信規格」

0512

