
11.13 TUE TOKYO TIMETABLEウイングアークフォーラム 2018

A track B track C track D track T track

A M

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:00

10:30~12:00 [K-1] データによるエネルギー革命で世界を変える

株式会社 湘南ゼミナール
企画本部 副本部長　柴原 新吾 氏

13:30~14:10 [A-1]

「SVF」新バージョンの全貌（仮）

ウイングアーク1st株式会社
取締役会長　内野 弘幸
執行役員CTO　島澤 甲

SVF・SPA統括部 統括部長　名護屋 豊

ウイングアーク1st株式会社

Future VR/AR 仮想通貨AI

インフキュリオン・グループ 代表取締役
一般社団法人FinTech協会 代表理事 会長　丸山 弘毅 氏

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

Future

基調講演
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
代表取締役社長　田中 潤

モデレーター：ゲスト： 株式会社ソラコム
代表取締役社長　玉川 憲 氏

株式会社タスカジ 
代表取締役 CEO＆Founder　和田 幸子 氏

株式会社リンクアンドモチベーション
取締役　麻野 耕司 氏

Future スタートアップ
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BI 事例

製造 IoT 事例
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Future BI
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BI
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金融

営業/マーケティング
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Future 13:30~14:10 [C-1]

キャッシュレス社会で未来に来るもの

13:30~14:20 [T-1]

IoTに使える！
MBのリアルタイム連携と
リアルタイムアラート設定の勘所を一気に説明
本セッションはテクニカルセッションです。
1社 2名までの参加とさせていただきます。 

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

15:50~16:40 [T-3]

次にくるダッシュボードデザインはコレだ！
～迷走してるあなたの答えがここにある～
本セッションはハンズオンテクニカルセッションです。
1社 2名までの参加とさせていただきます。 

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

14:35~15:35 [T-2]

紙に電子文書・活字に手書き文字。
いろいろ文書で「書類をデータ化、同時に整理」を
実体験しようぜ！
本セッションはハンズオンテクニカルセッションです。
1社 2名までの参加とさせていただきます。 

13:40~14:20 [B-1]

八子がくらべてみました！
～新しいテクノロジーの可能性と社会にもたらす変革とは～

モデレーター：
株式会社ウフル CIO 兼 IoTイノベーションセンター所長

エグゼクティブコンサルタント   八子 知礼 氏
★他、パネラーは右下をご覧ください

13:40~14:20 [D-1]

村田製作所が挑んだ
工場IT化と新ソリューション誕生の全貌

株式会社 村田製作所
技術・事業開発本部 ソリューションビジネス推進部 推進4課

シニアマネージャー　郷間 真治 氏

14:40~15:20 [D-2]

Coming soon

一般社団法人at Will Work 代表理事
Plug and Play株式会社

マーケティング/コミュニケーション ディレクター
藤本 あゆみ 氏

15:40~16:20 [D-3]

データ活用が成功の鍵。AIも自分で触る時代。
専門家不要。誰もが使えるAI。
MAGELLAN BLOCKS

株式会社グルーヴノーツ
代表取締役社長　最首 英裕 氏

16:40~17:30 [D-4]

欲しいモノは自分で作る。
初期衝動で生まれるもの。実践のすすめ
モデレーター：ウイングアーク１ｓｔ株式会社 エバンジェリスト

 デジタル経済産業研究室 主席研究員
 明治大学サービス創新研究所 客員研究員 大川 真史

★他パネラーは右下をご覧ください

14:40~15:25 [B-2]

コミュニケーションでビジネスを変えろ!!
MotionBoardはついにメジャーアップ、
そして新製品発表！！

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
執行役員 CTO　島澤 甲

技術本部 プロダクト戦略室 副室長　大畠 幸男

15:45~16:25 [B-3]

「書類をデータ化 同時に整理」
ペーパー業務の効率化を徹底的に追求した「SPA」のその先

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
技術本部 プロダクト戦略室 室長　大垣 考広

SVF・SPA統括部 統括部長　名護屋 豊
クラウド統括部 統括部長　崎本 高広

16:45~17:25 [B-4]

17:45~19:15 [B-5]

星を継ぐモノ（づくり）～データが照らす未来～

100万円は誰の手に！
Datalympic 2018決勝戦

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
執行役員 CTO　島澤 甲

執行役員 営業・ソリューション本部 副本部長　森脇 匡紀

14:30~15:10 [A-2]

住友理工におけるデータ活用術
 「工場におけるIoT基盤の進め方」

住友理工株式会社
執行役員 情報システム部長　森永 聡 氏

情報システム部 グローバルIT企画室 室長　稲吉 良哉 氏

14:30~15:10 [C-2]

感覚？それともデータドリブン？
「IT×家事」で変革に取組むタスカジの意思決定とは

株式会社タスカジ
代表取締役 CEO＆Founder　和田 幸子 氏

15:30~16:10 [C-3]

停滞した組織を再編し、過去最大の売上成長を実現した、
データ駆動型のセールス＆マーケティング組織とは

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
経営戦略担当 シニアエバンジェリスト

マーケティング統括部 統括部長　久我 温紀

16:30~17:10 [C-4]

データドリブンで実現する
戦略的B2Bマーケティング最前線

 株式会社FORCAS
代表取締役　佐久間 衡 氏

17:25~18:15 [C-5]

AIを楽しむ。
将棋AI「Ponanza」を開発してみえてきたこと
培った技術は“人”と“ビジネス”で
どのように活かされるのか

 ポナンザ開発者
山本 一成 氏

15:30~16:10 [A-3]

スピード重視の経営を支えるデータ活用
「ユーザーの使いやすさ」こそがシステム浸透のカギとなる

16:30~17:10 [A-4]

湘南ゼミナールにおけるデータ活用
～教育においてのデータの意味。教育にどう活かすか～

株式会社レインズインターナショナル 経営戦略統括本部
常務取締役 経営戦略統括本部長　大場 良二 氏

17:25~18:15 [A-5]

世界よ、これが日本の才能だ！
～未踏の領域に挑戦するクリエイター達～

モデレーター：
東京カルチャーカルチャー

コミュニティ・アクセラレーター　河原 あず 氏
★他、パネラーは右下をご覧ください

データで豊かな未来を創る挑戦者を募集したコンテストの決勝戦
を公開します。
データに価値を与えて世の中を豊かにするアイデアを、ウイング
アークの製品を利用したデータ活用作品として具現化いただき、
全国 8 会場の予選会を経て選ばれた優秀作品の熱いプレゼン
テーションを観覧できます。
優勝賞金は、100万円。栄光を掴むのは、どのチームか！
観覧者、大募集！ 

株式会社マネーパートナーズ 社長室長
一般社団法人日本仮想通貨事業者協会 事務局

西村 依希子 氏

博報堂プロダクツ アドバイザー
クリーク・アンド・リバー社
VRアーティスト

せきぐち あいみ 氏

株式会社エクサウィザーズ 取締役
株式会社Job-Hub エグゼクティブ・フェロー

粟生 万琴 氏

A-5 B-1 D-4世界よ、これが日本の才能だ！

DOKI DOKI, INC. CEO
井口 尊仁 氏

株式会社電通 Design Strategist
OPENMEALS発起人
榊 良祐 氏

欲しいモノは自分で作る

きゅうり農家
小池 誠 氏

dotstudio株式会社
代表取締役

菅原 のびすけ 氏

株式会社ファーマラウド 代表取締役
薬局お茶の水ファーマシー 管理薬剤師

山口 洋介 氏

★パネラー紹介

八子がくらべてみました！


