Microsoft Japan Digital Days
イベント参加
（無料）登録はこちら

https://aka.ms/MDD_PDF

Day ZERO は参加登録なしでご視聴いただけます。
オープニング講演
前大臣
（初代デジタル大臣）
平井 卓也 氏

デジタル庁創設：デジタル庁のデジタル トランスフォーメーション戦略や今後の展望について
デジタル庁参事官
（総括担当）
吉田 宏平 氏

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 パブリックセクター事業本部
デジタルガバメント統括本部長
木村 靖

先端テクノロジーが実現する新しい医療のかたち
医師・医学博士
帝京大学冲永総合研究所教授、
Holoeyes 株式会社 COO CMO
杉本 真樹 氏

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 パブリックセクター事業本部
医療・製薬営業統括本部長
大山 訓弘

教育版マインクラフトを活用して創造力を育てるには
プロマインクラフター
タツナミ シュウイチ 氏

立命館小学校
正頭 英和 氏

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 文教営業統括本部長
中井 陽子

2021 年 10 月 11 日版
※セッションは状況により変更する場合がございます。
※最新情報は公式サイトでご確認ください。

Day ZERO

2021 年 10 月 11 日 ( 月)

Microsoft Japan Digital Days
イベント参加
（無料）登録はこちら
Q& A

Day 1

2021 年 10 月 12 日 ( 火 )

https://aka.ms/MDD_PDF

※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

9:00 - 9:15

オープニング
K-01

9:15 - 9:45

“Revitalize Japan” 日本社会の再活性化に向けたデジタル トランスフォーメーション
日本マイクロソフト株式会社 代表取締役 社長
マイクロソフト コーポレーション コーポレートバイスプレジデント 吉田 仁志

G01

9:50 - 10:20

日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務
クラウド＆ソリューション事業本部長 兼
ワークスタイル変革担当役員
手島 主税

ハイブリッドワークを支える、Microsoft ソリューション

株式会社アルファドライブ 代表
取締役社長 兼 CEO 株式会社
ニューズピックス 執行役員
麻生 要一 氏

G01

11:15 - 11:45

ハイブリッドワークの価値と日本マイクロソフトの実践

味の素株式会社
執行役専務 食品事業本部長
藤江 太郎 氏

G01

10:25 - 11:10

【基調講演】

日本マイクロソフト株式会社
マーケティング＆オペレーションズ部門
Surfaceビジネス本部 本部長
石田 圭志

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク＆セキュリティビジネス本部 本部長
山崎 善寛

【デバイス パートナー セッション】

ハイブリッドワークを支える、Windows エコシステム
Dynabook 株式会社
執行役員 商品・設計・NCC・
ビジネスパートナー戦略所管
中村 憲政 氏

株式会社日本 HP
パーソナルシステムズ事業統括
専務執行役員
九嶋 俊一 氏

レノボ · ジャパン合同会社
執行役員副社長
安田 稔 氏

【ランチ セッション】

11:45 - 12:30

Xbox を中心にマイクロソフトが目指す新しいゲーミングの世界
日本マイクロソフト株式会社
Xbox 戦略本部 カテゴリー マネージャー 森下 諒

V-02

12:30 - 13:00

Azure Expert MSP 認定のソフトバンクが提供する、

Azure Virtual Desktop を基盤としたワークスタイル変革
ソフトバンク株式会社
クラウドエンジニアリング本部 PaaS エンジニア統括部 統括部長 鈴木 邦佳 氏

日本マイクロソフト株式会社
デバイスパートナーソリューション事業本部
マーケティング戦略本部 本部長
橋本 美英

Breakout Session ①
Q& A
A15

Q& A
Innovate with Azure

クラウドで実現する
カルビーのデジタル
マーケティング基盤
カルビー株式会社
マーケティング本部
関口 洋一 氏
日本マイクロソフト株式会社
データ& クラウドAI アーキテクト統括本部
畠山 大有

B06

Business Applications

H01

Q& A
Microsoft 365 & Surface

Teams との連携が大好評！
シンプルですべての人が
使いやすいプロジェクト
管理アプリとは

Windows 11 を
フル活用できるデバイス

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
モダンワーク統括本部
ソリューション第 2 営業本部
佐藤 努

日本マイクロソフト株式会社
Surface ビジネス本部
中島 史晶

- Surface for Business
ポートフォリオのご紹介 -

M12

Migrate & Modernize with Azure

数百台の開発サーバを
リフトアンドシフト！

Azure Migrate

活用ポイント

株式会社 DNP デジタルソリューションズ
アーキテクチャ統括部
八幡 吉明 氏
株式会社 DNP デジタルソリューションズ
北日本システム本部
山形システム 第２部 第２課
武田 安史 氏

13:05 - 13:30
Q& A
N01

Industry Innovation

多様に活用可能な
マイクロソフトのゲーム関連
技術や開発の DX
～高品質リアルタイム
ビジュアライズのリモート
活用からリアルタイム
コラボレーションまで～
Microsoft Corporation
下田 純也

R01

Mixed Reality

空間を超えた一体感で
ビジネスシーンの人と人との
つながりを強化 !
次世代のコラボレーション
プラットフォーム

Microsoft Mesh

S01

Microsoft Security

Microsoft Security

あらゆるものに
セキュリティを

~Security for All~
日本マイクロソフト株式会社
和田 健太

日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフト テクノロジーセンター
鈴木 あつし

Breakout Session ②
Q& A
A13

Innovate with Azure

世界の人々の健康を
サポートする鍼灸メーカーが
SaaS 事業を提供するに
至るまで
( 真の DX とは何かについて)
セイリン株式会社
国内営業部 営業管理課兼業務課
菊地 正博 氏
シグマコンサルティング株式会社
開発部
木下 裕之 氏

B02

Q& A
Business Applications

H04

Microsoft 365 & Surface

あいおいニッセイ同和
Windows 11 について
損害保険様の事例から学ぶ、 日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
デジタルデータを活用した
モダンワークビジネス部
営業組織運営と人材育成
株式会社シーイーシー
サービスインテグレーション
ビジネスグループ 営業部
小枝 悠真 氏

春日井 良隆

M13

Migrate & Modernize with Azure

デジタルマーケティングの
高度化を見据えた
Azure 上への TrafficDWH システム再構築
～オンプレミスからクラウドへ～
株式会社 NTTドコモ
情報システム部
戸田 成彦 氏

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
サンタガタ 麻美子

NTTコムウェア株式会社
NTT IT 戦略事業本部 Digital Design &
Development Center Data
Management-PF 部門

13:35 - 14:00

市川 大助 氏

Q& A
N12

Industry Innovation

R02

Mixed Reality

医療情報の利活用に関する 【 HoloLens 2 活用の
今後の展望と
キーマンに聞く!! 】
クラウド事業者への期待値
トヨタ自動車 上郷工場の
早期人材育成の取り組みを
京都大学医学部附属病院
医療情報企画部
支える HoloLens 2
黒田 知宏 氏
導入プロジェクトを解説
トヨタ自動車株式会社
デジタル変革推進室
山口 秀治 氏
株式会社トヨタシステムズ
生技・製造プロセス改革部
長谷川 太一 氏

S02

Microsoft Security

ハッカー vs
Microsoft 365 E5
Microsoft 365 E5 は

どこまで攻撃者から
身を守れるのか？
日本マイクロソフト株式会社
サイバー セキュリティ＆
コンプライアンス統括本部
小町 紘之

Breakout Session ③
Q& A

Q& A

A07

Innovate with Azure

ビジネス イノベーションを
強力に支援する

Azure Red Hat OpenShift

のススメ

レッドハット株式会社
テクニカルセールス本部
小島 啓史 氏
マイクロソフト コーポレーション

Global Black Belt - Asia
畑崎 恵介

14:05 - 14:30

B03

Q& A
Business Applications

H06

Q& A
Microsoft 365 & Surface

カスタマーサービスの

これからの日本の働き方が
『ハイブリッドワーク』で
変わる
～コンタクトセンターから
社内へ拡がるデータ連携で ～ 従業員を支え、寄り添い、
企業価値を高める～
よりよい働き方へ ～

DX 最前線

株式会社 OKIソフトウェア
DXビジネス推進本部 新事業推進統括部
土田 久幸 氏
日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
サンタガタ 麻美子

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
影山 三朗

M09

Migrate & Modernize with Azure

オンプレミス Vmware
仮想基盤の

Azure VMware Solution

への移行事例

日本ユニシス株式会社
サポートサービス本部 DX サポート部
DX 適用技術二室
櫛田 康平 氏
日本マイクロソフト株式会社
石橋 俊孝

Q& A
N06

Industry Innovation

増大する
セキュリティ運用負荷を
自動化で軽減する仕組み
（自動車を例に考察）
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
モビリティサービス営業統括本部
保田 啓

R03

Mixed Reality

Mixed Reality (MR) を
活用した NURAS
(Nagasaki University
Rheumatoid Arthritis
remote medical System)

の実際と今後の展望

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
先進予防医学共同専攻地域医療学分野
長崎大学病院リウマチ・膠原病内科
川㞍 真也 氏

S11

Microsoft Security

ゼロトラストをシンプルに
実現する方法
日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
サイバー セキュリティ＆
コンプライアンス統括本部
サイバー セキュリティ技術営業本部
下坂 勝弘

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
離島・へき地医療学講座 ( 離島医療研究所 )
野中 文陽 氏

Breakout Session ④
Q& A
A18

Innovate with Azure

Modernizing Enterprise
Java Applications
Microsoft Corporation
Developers Relations
寺田 佳央

B05

Business Applications

リテール業界で
With コロナ時代を勝ち抜く
オムニチャネル
ソリューションとは
HOYA デジタルソリューションズ株式会社
エマージングソリューション部

EB セクション
吉澤 幸志 氏

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
野村 圭太

14:35 - 15:00
Q& A
N07

Industry Innovation

日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
モビリティサービス営業統括本部
清水 宏之

15:05 - 15:35

Microsoft 365 & Surface

Beyond

ワークスタイル変革
～“データドリブン経営”と
“ Well-being の実現”を
めざして～
NTTコミュニケーションズ株式会社
ヒューマンリソース部
山本 恭子 氏
日本マイクロソフト株式会社
デジタルトランスフォーメーション事業本部
ワークスタイルイノベーション推進本部
長峯 明香

Q& A

ニューノーマルな
社会変化を見据えた
モビリティサービスを
中心とした取り組みの紹介

V-03

H19

R04

WHITEROOM ではじめる
コラボレーティブ
コンピューティング
南国アールスタジオ株式会社
キルパチ・アンドレイ
（アンディ） 氏
株式会社 日立製作所
研究開発グループ 社会イノベーション
協創統括本部 環境プロジェクト
池ヶ谷 和宏 氏

最短距離のクラウド移行

～エバンジェリストが見つけた処方箋～
株式会社ソフトクリエイト
事業戦略本部 技師長 村松 真 氏

Mixed Reality

S04

Microsoft Security

Microsoft XDR による

セキュアなハイブリッド
クラウド環境の実現
日本マイクロソフト株式会社
サイバー セキュリティ＆
コンプライアンス統括本部
山本 貴之

M19

Migrate & Modernize with Azure

設計解析業務における
クラウドエンジニアリング
ソリューションの活用と効果
日本マイクロソフト株式会社
グローバルブラックベルトグループ
倉石 英明

Breakout Session ⑤
Q& A
A12

Innovate with Azure

リーンスタートアップ
アジャイルへの挑戦
～ 東京証券取引所の
ETF プラットフォーム
“CONNEQTOR” で
実現した DX ～
株式会社東京証券取引所

IT 開発部 トレーディングシステム担当
松田 敬治 氏

株式会社東京証券取引所

15:40 - 16:05

IT 開発部 トレーディングシステム担当

B04

Q& A
Business Applications

H08

Microsoft 365 & Surface

M17

Migrate & Modernize with Azure

メール、電話、FAX から脱却！
標準機能で実現する
ニューノーマル時代の
サプライヤー連携

固定電話の常識を変える！
Teams 電話でますます
快適なハイブリッドワークを
実現するには

情シス必見、
Azure Arc による
マルチプラットフォーム
管理の今

横河ソリューションサービス株式会社

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
水島 梨沙

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
佐藤 壮一

ERPビジネス本部 ソリューション 1 部
コンサルティング Gr
柳本 景子 氏

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
野村 圭太

近藤 誠之 氏

Q& A
N15

Industry Innovation

AI&IoT を活用した
これからのクルマづくりの
進化
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
モビリティサービス営業統括本部
ソリューション研究・開発本部
内田 直之

R05

Mixed Reality

超重量級 CAD/BIM
データを Mixed Reality で
活用！東急建設 × ホロラボ
による
「mixpace Remote
Rendering」活用の取り組み
東急建設株式会社
価値創造推進室デジタルイノベーション部
企画グループ
橋口 達也 氏

S03

Microsoft Security

まずはここから！

Microsoft 365 E3 で

セキュリティの第一歩を
踏み出す

日本マイクロソフト株式会社
サイバー セキュリティ＆
コンプライアンス統括本部
サイバー セキュリティ技術営業本部
芳賀 俊亮

株式会社ホロラボ
中村 薫 氏

Breakout Session ⑥
Q& A
A02

Q& A
Innovate with Azure

B01

Q& A
Business Applications

H09

Microsoft 365 & Surface

M05

Migrate & Modernize with Azure

Azure Kubernetes
Service on Azure Stack
HCI 、オンプレ・エッジで動く
AKS とは？

法人営業組織のデジタル変革 新たなニュース体験を。
「NewsPicks for
～製造業の事例にみる
情報共有ポータルの
Microsoft Teams」
構築と業務効率化～
構想の全容

モバイルゲームの開発 /
運営基盤を Azure へ、
運用管理負担の軽減と
安定稼働を両立に成功

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
佐藤 壮一

日本ビジネスシステムズ株式会社
ビジネスアーキテクト室
八朔日 淳 氏

GS 事業部

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
サンタガタ 麻美子

16:10 - 16:35

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク＆セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
加藤 友哉
株式会社アルファドライブ /
株式会社ニューズピックス
執行役員 CTO /
NewsPicks Enterprise 開発責任者
赤澤 剛 氏
株式会社アルファドライブ /
株式会社ニューズピックス
渡辺 康太郎 氏

Q& A
N19

Industry Innovation

R06

Mixed Reality

S12

Microsoft Security

新たなコンテンツ
消費体験の提供を支える

デモでお届け、HoloLens 2
× Microsoft Dataverse で
データ活用術を徹底解説！

Azure AD 活用術！
アプリケーション認証を
ADFS から移行しましょう。

日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
通信メディア営業統括本部
大友 太一朗

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション技術本部
渡部 未来

日本マイクロソフト株式会社
村田 裕昭

Microsoft Cloud

日本マイクロソフト株式会社
マイクロソフト テクノロジーセンター
鈴木 あつし

株式会社リンクトブレイン

鈴木 健介 氏

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
西村 栄次

Breakout Session ⑦
Q& A
A01

Q& A
Innovate with Azure

Azure Arc
enabled Service が広げる
Azure の可能性と
Kubernetes の世界とは？
日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
廣瀬 一海

B07

Business Applications

業務の自動化を
多角的に実現する

Power Automate の世界
日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
ビジネスアプリケーション統括本部
ビジネスソリューション第一技術本部
湯野川 裕嗣

H02

Microsoft 365 & Surface

なぜ Azure を選ぶべきか
理由を知りたい方へ贈る
Microsoft の
クラウドサービスの総合的な
アプローチについて

日本マイクロソフト株式会社
Surface ビジネス本部
岡 涼平

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
マイクロソフト テクノロジー センター
クロスインテリジェンスセンター
吉田 雄哉

Q& A
Industry Innovation

大学における
パンデミックからの復興
～ DX がパンデミック後の
教育機関のコア価値を
強化する
日本マイクロソフト株式会社
パブリックセクタ事業本部
文教営業統括本部
中田 寿穂

G02

17:10 - 17:40

R07

Mixed Reality

クラウドと一緒に使うことで
何倍も楽しい！
Mixed Reality ×
クラウド入門
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
大川 高志

S08

内部不正対策の実践
日本マイクロソフト株式会社
小野寺 真司

Special Session

日本初の
「プロ マインクラフター」が創り出すゲーム建築と ICT 教育への応用
Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2022 Minecraft: Education Edition Mentor

クロージング
G10

17:55 - 18:25

【パートナー様向けセッション】

2022 年度 パートナービジネス戦略方針
日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務 パートナー事業本部長 檜山 太郎

イベント参加
（無料）登録はこちら
2021 年 10 月 11 日版

Microsoft Security

Microsoft 365 E5
Compliance による

明治大学サービス創新研究所 研究員 慶應義塾大学 SFC 研究所 所員 タツナミ シュウイチ 氏

17:40 - 17:55

Migrate & Modernize with Azure

新製品徹底解説！
～学びの環境も、
次のステージへ～
Surface と Windows 11 で
実現する新しい授業体験

16:40 - 17:05

N18

M02

https://aka.ms/MDD_PDF

※セッションは状況により変更する場合がございます。
※最新情報は公式サイトでご確認ください。
※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

Microsoft Japan Digital Days
イベント参加
（無料）登録はこちら
Q& A

Day 2

2021 年 10 月 13 日 ( 水 )

https://aka.ms/MDD_PDF

※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

9:00 - 9:15

オープニング
K-02

9:15 - 9:45

9:50 - 10:20

マイクロソフトの環境サステナビリティの取り組み
日本マイクロソフト株式会社
執行役員 最高技術責任者 兼
マイクロソフト ディベロップメント株式会社 代表取締役 社長 榊原 彰

G03

11:45 - 12:30

株式会社ローソン
執行役員 IT ソリューション本部 本部長
原田 和浩 氏

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部 本部長
大谷 健

【アワード受賞】“怒涛”の採用！

JBCC が提唱するクラウド移行戦略～ Why Azure を中核に～
JBCC 株式会社
ソリューション事業 ＰＦＳ事業部 ソリューションアーキテクト 部長 長岡 賢陽 氏

【ランチ セッション】

Day ZERO ダイジェスト ( 仮 )

V-04

12:30 - 13:00

レジリエントな業務を実現するマイクロソフト クラウドとローコード テクノロジー

～株式会社ローソン様の DX 最新事例～

V-06

11:15 - 11:45

デジタルシフトを加速させる Microsoft

日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務 エンタープライズ事業本部 五十嵐 毅

G04

10:25 - 11:10

【基調講演】

ここからが始まり企業の DX 旅路

～快適な Microsoft 365 導入を実現する 4 つのポイント～
AvePoint Japan 株式会社
代表取締役 塩光 献 氏

Breakout Session ①
Q& A
A14

Q& A
Innovate with Azure

データドリブン経営を
加速させる
デジタルプラットフォーム
ヤマト運輸株式会社
デジタル機能本部
中林 紀彦 氏

13:05 - 13:30

日本マイクロソフト株式会社
モビリティサービス第三営業本部
加藤 賢次郎

N13

Industry Innovation

小売業 DX 加速と
持続に向けた
マイクロソフトの
最新取組と事例
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
流通サービス営業統括
藤井 創一

B14

Business Applications

外注から内製化へ。
製造業が取るべき
次なる一手！
日清食品グループが実現した
「低コスト」
「高スピード」の
アプリケーション開発の世界

H03

Microsof t 365 & Surface

オンライン会議、
リモートワークへ
新しい接し方
日本マイクロソフト株式会社
Surface ビジネス本部
中島 史晶

日清食品ホールディングス株式会社
成田 敏博 氏

M16

Migrate & Modernize with Azure

働き方改革とデータ活用の
取り組み with Azure
ローム株式会社
IT 統括本部
谷村 政憲 氏
日本マイクロソフト株式会社
楠本 順一

日清食品ホールディングス株式会社
情報企画部
武田 弘晃 氏

S07

Microsof t Security

経営層 / IT 部門が
意識すべき
コンプライアンス対応

- Microsoft 365 E5
Compliance で実現する
リスク対策 日本マイクロソフト株式会社
一瀬 幹泰

Breakout Session ②
A20

Industry Innovation

リテールメディアという
新しいデータ活用
～ ポスト Cookie 時代の
ブランドメーカーのデジタル
戦略 ～
株式会社アドインテ
稲森 学 氏

13:35 - 14:00

B11

Business Applications

車両メンテナンス職場に
おける " 業務のデジタル
変革 " と社内での
" ナレッジ共有 "
東日本旅客鉄道株式会社
東京総合車両センター
生方 勇士 氏

株式会社アドインテ
プロダクト開発 Div
藤崎 史郎 氏

N14

Industry Innovation

Microsof t 365 & Surface

マイクロソフトコーポレーション
アジア モダンワーク
松野 健二

S10

Microsof t Security

Microsoft 365 E5
Compliance で実現する

アクセンチュア株式会社
日本統括 マネジング・ディレクター
金森 崇宏 氏

日本マイクロソフト株式会社
橘 浩平

機密情報の検出・分類・保護

- Microsoft Information
Protection -

M14

Migrate & Modernize with Azure

ハイブリッドワークは
Virtual WAN による
これで決まり！
「上手い」
「早い」
「安い」
国際ネットワーク
Surface Hub と
Teams Rooms で実現する 出光興産株式会社
情報システム部
新しいかたちの
デジタルプラットフォーム課
コラボレーション
Microsoft 365 Devices GBB

コロナ禍後に起こる
産業変化に対応する
消費財製造業の姿
～データドリブン経営が牽引
する最新グローバル事例～

日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
流通サービス営業統括
越田 陽一

H13

櫻井 摂気 氏

日本マイクロソフト株式会社
土居 昭夫

Breakout Session ③
Q& A
A10

Q& A
Innovate with Azure

日本電産マシンツールが
提案する
「デジタルトランス
フォーメーションによる
“ものづくりソリューション”」
～ お客様との共存・共生・
共創を支える Azure IoT

14:05 - 14:30

日本電産マシンツール株式会社
技術本部 技術開発推進室
DX 推進グループ
山本 英明 氏
マイクロソフトコーポレーション

Worldwide IoT Customer Success Unit

B13

Q& A
Business Applications

株式会社資生堂
プロフェッショナル事業の
日本とタイの基幹系業務を
「 Microsoft Dynamics
365 」で統合管理
株式会社日立ソリューションズ
産業イノベーション事業部
グローバル本部 第１部 第１グループ
蓮本 晃 氏
日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
野村 圭太

H18

Microsof t 365 & Surface

抜群の日本語精度を誇る
対話エンジン
「BEDORE」を
Teams に組み込む
株式会社 BEDORE
BEDORE Workplace 事業部
藤巻 拓也 氏

M20

Migrate & Modernize with Azure

Azure SQL Database

最新アップデートを
まとめてキャッチアップ

Microsoft MVP for Data Platform
小澤 真之

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
クラウドパートナー開発本部
國生 啓佑

太田 寛

Q& A
N03

Industry Innovation

S15

Microsof t Security

プロセス産業における
身近なデジタル施策と
先進事例のご紹介

標準 PC にさようなら！
ニューノーマルの働き方に
合わせたデバイスの選択

日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
製造営業統括本部
安並 裕

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
宮本 康男

Breakout Session ④
Q& A
A11

Q& A
Innovate with Azure

竹中工務店による

Microsoft Azure を

利用したスマートビル
デジタルツイン構築事例
株式会社竹中工務店
情報エンジニアリング本部
粕谷 貴司 氏

14:35 - 15:00

B12

株式会社 Colorkrew

MSP Project

原 裕一郎 氏

Worldwide IoT Customer Success Unit

中西 進

株式会社
パシフィックビジネスコンサルティング
事業戦略部
吉島 良平 氏

Industry Innovation

S13

Microsof t Security

デジタル時代の
金融サービス変革と
ESG 対応

レガシー ID 管理者でも分かる
Verifiable Credentials の
セッション

日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
藤井 達人

日本マイクロソフト株式会社
兒玉 雄介

V-07

～点で見るセキュリティは終焉を迎える～

相関的に考える、時代に則した包括的なセキュリティデザイン

15:05 - 15:35

SB テクノロジー株式会社
法人公共事業統括 法人 1 部

セキュリティサービス部
コンサルティンググループ
マネージャー
伏見 修一 氏

H20

Microsof t 365 & Surface

“世界のシゴトを
Microsoft 365 と
たのしくする” をビジョンに
Teams を活かし、
クラウド事業を手掛ける
深い 1 対 1
Colorkrew が Dynamics コミュニケーションを
365 Business Central の 生み出す・改善する
「KAKEAI」
導入によって実現したこと

マイクロソフトコーポレーション

N05

Business Applications

SB テクノロジー株式会社
法人公共事業統括法人 1 部

セキュリティサービス部

PDM グループ

マネージャー
冨塚 勝 氏

株式会社 KAKEAI
本田 英貴 氏
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
クラウドパートナー開発本部
國生 啓佑

M01

Migrate & Modernize with Azure

パブリックとプライベートを
つなぐハイブリッド インフラ
Azure Stack HCI の
最新情報
日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
マイクロソフト テクノロジー センター
吉松 龍輝

Breakout Session ⑤
Q& A
A08

Industry Innovation

B08

Business Applications

「Azure Cognitive Search」 CRM 導入による
を活用した企業間ナレッジ
顧客親密性向上への挑戦
共有プラットフォームの
栗田工業株式会社
デジタル戦略本部 DX 推進部
開発と実証

15:40 - 16:05

株式会社丹青社
企画開発センター企画部
菅波 紀宏 氏
株式会社丹青社
企画開発センター企画部
塙 駿平 氏

N09

Industry Innovation

地方自治体 DX の動向と
マイクロソフトの取り組み
日本マイクロソフト株式会社
デジタルガバメント統括本部
藤中 伸紀

的場 雄介 氏

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
サンタガタ 麻美子

S14

H10

Microsof t 365 & Surface

今日から始める！
Teams と

Power Platform で
業務効率化

日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
平井 亜咲美

M15

Migrate & Modernize with Azure

なぜ今、

SAP on Azure なのか？
Microsoft Azure で
実現する SAP クラウドの
価値

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
パートナー技術統括本部
第一アーキテクト本部
五十嵐 直樹

Microsof t Security

Azure Active
Directory B2C による
顧客 / 市民 ID 管理の
考え方と実装

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
松井 大

Breakout Session ⑥
A09

Innovate with Azure

Azure Machine Learning

を活用した生産設備の
予知保全
コマツ産機株式会社
ICTビジネス推進室
正藤 勇介 氏

16:10 - 16:35

コマツ産機株式会社
ICTビジネス推進室
野﨑 永莉 氏

B10

Business Applications

変革期にある
フィールドサービス DX
～ミマキエンジニアリング
事例より～
株式会社日立ソリューションズ
デジタルイノベーション営業本部
Modernization 営業部
池田 健太郎 氏
日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
サンタガタ 麻美子

H14

Microsoft Teams ×
Power Platform がアツい!!
事例で学ぶ !!
明日から取り組める
業務効率化アイデア紹介

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク＆セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
加藤 友哉
株式会社ピーエスシー

Cloud Apps 事業部
金原 敬 氏

N10

Industry Innovation

S16

Microsof t Security

マイナンバーカード・
デジタル ID による
自治体 DX

Microsoft Intune による
はじめての Windows 10
管理

xID 株式会社
日下 光 氏

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
小山 淳一郎

Microsof t 365 & Surface

M11

Migrate & Modernize with Azure

トレーニングの全体像 /
初学者向け Azure 解説
日本マイクロソフト株式会社
プロフェッショナルスキル開発本部
安納 順一

Breakout Session ⑦
Q& A
A06

Q& A
Innovate with Azure

Azure で叶える
飲食店の業務ハック

B09

Business Applications

製薬企業における

HoloLens 2 と
Dynamics 365 Mixed
Reality アプリケーションの

株式会社 EBILAB
開発部
平島 優樹 氏

活用事例の紹介と
今後の展望

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
横井 羽衣子

武田薬品工業株式会社
ファーマシューティカル サイエンス
イノベーション＆テクノロジーサイエンス
辛島 正俊 氏

16:40 - 17:05

H12

知っていると得する！

Microsoft 365 Apps の
便利な機能

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
岩田 麻美

日本マイクロソフト株式会社
村中 徹

N17

Industry Innovation

マイクロソフトの“働き方
改革”で、学校の先生を
「時間泥棒」から解放する
ことができるか？
日本マイクロソフト株式会社

S17

Microsof t Security

25 分でわかる！
Windows 365
日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
太田 卓也

NTO

小柳津 篤

日本マイクロソフト株式会社
コーポレートソリューション事業本部
栗原 太郎

G05

AI/ML 時代のデータ活用と知財・法的課題とデータ取引

17:10 - 17:40

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 ナショナルテクノロジーオフィサー
一般社団法人 AI データ活用コンソーシアム理事・副会長 田丸 健三郎

17:40 - 17:55

クロージング

イベント参加
（無料）登録はこちら
2021 年 10 月 11 日版

Microsof t 365 & Surface

https://aka.ms/MDD_PDF

※セッションは状況により変更する場合がございます。
※最新情報は公式サイトでご確認ください。
※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

M08

Migrate & Modernize with Azure

あなたの知らない
Azure インフラの世界
日本マイクロソフト株式会社
カスタマーサクセス事業本部
エンタープライズアーキテクト統括本部
クラウドアーキテクト技術本部
真壁 徹

Microsoft Japan Digital Days
イベント参加
（無料）登録はこちら
Q& A

Day 3

2021 年 10 月 14 日 ( 木 )

https://aka.ms/MDD_PDF

※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

9:00 - 9:15

オープニング
人材からみる DX ～ Learn Together

G06

9:15 - 9:45

アクセンチュア株式会社
テクノロジー コンサルティング本部
シニアアナリスト/

Microsoft MVP for Microsoft Azure
土田 晃令 氏

村上 臣 氏

Microsoft Azure を世界のコンピューターに

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 Azure ビジネス本部 本部長 上原 正太郎

データ・セントリック・トランスフォーメーション ( DcX )

V-01

11:15 - 11:45

安東 沙織 氏

LinkedIn 日本代表

G08

10:25 - 11:10

Microsoft MVP for Microsoft Azure

キヤノン株式会社
常務執行役員
デジタルビジネスプラットフォーム
開発本部長
飯島 克己 氏

- データの利活用がビジネスを変える( 仮 )
インテル株式会社
執行役員 常務 技術本部 本部長

Japan Chief Technology Evangelist 土岐 英秋 氏

【ランチ セッション】
本田翼プロデューサーに聞きたいゲーム開発プロジェクト
「ほんだのげーむ」制作秘話

11:45 - 12:30

本田 翼 氏

V-05

12:30 - 13:00

日本マイクロソフト株式会社
執行役員 チーフ ラーニング
オフィサー
伊藤 かつら

変化する労働環境と仕事の未来 ～ハイブリッドワークやリスキリングの普及に備えて～

G07

9:50 - 10:20

株式会社 NTT データ
人事本部 採用担当
課長 /

日本マイクロソフト株式会社
ゲーム＆エンターテイメント営業本部
本部長
米倉 規通

DX（内製化）の要諦

日本ビジネスシステムズ株式会社
執行役員 コーポレート戦略本部担当
前田 憲仁 氏

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部 プロダクト
マーケティングマネージャー
小田 健太郎

Breakout Session ①
Q& A
A04

Q& A
Innovate with Azure

これがデジタル変革だ！
3 か月で B2C の
WEB ポータルを
スクラッチした
Microsoft クラウド
ネイティブ の開発事例

13:05 - 13:30

西部ガス情報システム 株式会社
システム統括部
上野 伸一 氏
西部ガス情報システム 株式会社
システム統括部
末永 樹里亜 氏

B16

Business Applications

H16

Microsoft 365 & Surface

すぐに始められる CDP、
Device as a Service
Dynamics 365 Customer 真の価値を発揮するために
必要なファクターとは
Insights と
組み込みのマーケティング
オートメーション連携による
パーソナライズされた
顧客体験

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
パートナー技術統括本部
第一アーキテクト本部
井上 圭司

横河レンタ・リース株式会社

IT ソリューション事業本部
ソフトウェア & サービス事業部
松尾 太輔 氏

日本マイクロソフト株式会社
デバイスパートナーソリューション事業本部
マーケティング戦略本部
コマーシャルカテゴリー部
仲西 和彦

M18

Migrate & Modernize with Azure

Azure Synapse
Analytics による
DX 基盤構築の

社内利用に向けての第一歩

NTTデータ先端技術株式会社
Altemista テクノロジーコンサルティング室

基盤ソリューション事業本部
プラットフォーム事業部
高岡 将 氏

NTTデータ先端技術株式会社
Altemista テクノロジーコンサルティング室
煤田 弘法 氏

Q& A
N02

Industry Innovation

製造業のレジリエンス
強化に必要なデジタル変革
最新の取り組みと事例の
ご紹介
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
製造営業統括本部
鈴木 靖隆

S05

Microsoft Security

クラウドサービスの
ログ分析を
Azure Sentinel で
やってみよう
Microsoft Corporation

中村 弘毅

Breakout Session ②
Q& A
A16

Innovate with Azure

B15

Business Applications

Dynamics 365 Sales と
VB でクラサバシステムの
開発をしていた平凡なチームが、 組み込み AI で実現する
どのようにクラウドネイティブ
デジタルセールスの活性化
プロダクト開発にシフトし
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
アジャイル開発を進めることが
パートナー技術統括本部
できたのか
株式会社内田洋行 IT ソリューションズ

Advanced Technology & Product
Development Center

13:35 - 14:00

第一アーキテクト本部
舩曳 真司

次世代通信キャリアの

"Resilience" を支援する
Microsoft Cloud
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
通信メディア営業統括本部
大友 太一朗

Autopilot で実現する
モダンマネジメント事例：
UCC ホールディングス
株式会社
マイクロソフトコーポレーション

Microsoft Endpoint Manager
製品開発部門
篠木 裕介

黒澤 俊夫 氏

レノボ・ジャパン合同会社
コマーシャル事業部
企画本部 製品企画部
元嶋 亮太 氏

日本マイクロソフト株式会社
App Innovationアーキテクト本部
服部 佑樹

Industry Innovation

Microsoft 365 & Surface

UCC ホールディングス株式会社

技術推進課 プロダクト企画課
金沢 達嵩 氏

N08

H17

S09

Microsoft Security

プライバシー規約準拠の
基本！
Amazon S3 や
オンプレ SQL もサポートする
Azure Purview による
情報分類と管理
Microsoft Corporation
小林 伸二

M03

Migrate & Modernize with Azure

Azure PaaS データベースの
全体像と適切な選び方
日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
インテリジェントクラウド統括本部
大下 直樹

Breakout Session ③
Q& A
A03

Q& A
Innovate with Azure

B19

コロナ禍だからこそ
加速する：

Business Applications

Power Platform で

構築する本格的な
ビジネスアプリケーション

GitHub Enterprise で

実現する DX

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
ビジネスアプリケーション統括本部
ビジネスソリューション第一技術本部
望月 由登

ギットハブ・ジャパン合同会社
田中 祐一 氏

H07

Q& A
Microsoft 365 & Surface

オンライン会議も
ウェビナーも
ブロードキャストも、
すべて Teams で！
日本マイクロソフト株式会社
カスタマーサクセス事業本部
モダンワーク統括本部
カスタマーサクセス第二本部
高田 詞之

14:05 - 14:30

M10

Migrate & Modernize with Azure

インフラエンジニアが進める
ハイブリッドクラウドへの
マイグレーション
富士フイルムソフトウエア株式会社
ソフトウエア技術本部
IT ソリューショングループ
ネットサービスソリューションチーム
溝口 権介 氏
富士フイルムソフトウエア株式会社
ソフトウエア技術本部
IT ソリューショングループ
ネットサービスソリューションチーム
海老澤 弘明 氏

Q& A
N20

Industry Innovation

S18

Microsoft Security

ゲーム業界のお客様必見
ランサムウェアや
内部不正から皆様の大切な
情報資産を守る方法

ゼロトラストを目指し、

徹底活用した弊社
(三井情報 ) 事例のご紹介

日本マイクロソフト株式会社
ゲーム＆エンターテインメント営業本部
小泉 健太郎

三井情報株式会社
技術推進本部技術推進部
養老 利紀 氏

Windows 10 & M365E5 を

Breakout Session ④
Q& A
A05

Innovate with Azure

B20

Business Applications

Agile・DevOps、
戦略・ビジネスモデル・
組織の革新

Power Platform の

学校法人グロービス経営大学院
吉田 素文 氏

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
ビジネスアプリケーション統括本部
ビジネスソリューション第二技術本部
小玉 純一

利活用に向けた
ルール策定のポイント

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
横井 羽衣子

14:35 - 15:00
N11

Industry Innovation

S19

これからの PHR
（パーソナルヘルスレコード）
サービスの目指すべき姿と
解決すべき課題
一般社団法人 PHR 普及推進協議会
石見 拓 氏

H11

Microsoft 365 & Surface

M07

ハイブリッドワーク時代に
加速する、
現場を含めたホンモノ

Windows Server

ユーザー必見！
～ Azure Edition &
最新 2022、2012EOS など
盛りだくさんでお届け ～

DX - Microsoft 365
Frontline Worker

ソリューション

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク＆セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
岡 寛美

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
パートナー技術統括本部
高添 修

Microsoft Security

あれ？このファイル
見えちゃっても良いの？
～不要なアクセス権を
放置するのは
そろそろやめましょう
日本マイクロソフト株式会社

Customer Experience Team Identity Division
松本 源太郎

V-08

15:10-15:35

分散する社内システムとセキュリティを Microsoft 365 に統合！

～ノーコード・ローコード開発、E5 セキュリティの統合運用で実現するモダンワークスタイル～
株式会社ピーエスシー
セキュリティ &マネージド事業部・
執行役員
坂江 敦基 氏

株式会社ピーエスシー

Cloud Apps 事業部・

部長代理
金原 敬 氏

Migrate & Modernize with Azure

Breakout Session ⑤
Q& A
A17

15:40 - 16:05

Q& A
Innovate with Azure

B17

Business Applications

超高負荷トラフィックゲームを
Azure PaaS で
お手軽に運用！
KMS 事例から学ぶ
PaaS 活用の秘訣

15 分チャレンジ！
Dynamics 365
Finance/Supply
Chain Management +
Power Platform

株式会社 KMS
開発部
野沢 貴教 氏

日本マイクロソフト株式会社
クラウド＆ソリューション事業本部
ビジネスアプリケーション統括本部
ビジネスソリューション第三技術本部
梅津 暁

Microsoft Corporation
Gaming Ecosystem Organization

H15

Microsoft 365 & Surface

Microsoft 365 Apps と
Microsoft Teams

アクセシビリティ機能

日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
大下 真里奈

M06

Migrate & Modernize with Azure

DX を担うエンジニア向け
Data & AI Analytics

プラットフォームの最適解
～ Azure Synapse
最新機能ご紹介 ～

日本マイクロソフト株式会社
カスタマーサクセス事業本部
データ& クラウドAI アーキテクト統括本部
武田 雅生

増渕 大輔

N04

Industry Innovation

デジタルバンクを目指す
北國銀行の挑戦とその歩み
株式会社北國銀行
システム部
新谷 敦志 氏
日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズ事業本部
金融サービス事業統括本部
赤間 信幸

S06

Microsoft Security

Microsoft Surface と
Microsoft 365 が実現する
モダン エンドポイント
デバイス セキュリティ

マイクロソフトコーポレーション
アジア モダンワーク

Microsoft 365 Devices GBB
横田 幸郎

Breakout Session ⑥
Q& A
A19

Q& A
Innovate with Azure

開発チームのスキルを
ググっと上げる！
Azure トレーニングの
ご紹介
日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
冨永 晶子
日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部
小田 祥平

B18

Business Applications

Dynamics 365
Commerce と
Dynamics 365 Supply
Chain Management の
高速 MRP で実現する
一気通貫小売りの世界

日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
パートナー技術統括本部
第一アーキテクト本部
鈴井 洋介
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
パートナー技術統括本部
第一アーキテクト本部
佐伯 理美

16:10 - 16:35
N16

Industry Innovation

大学 / 高専 / 専門学校に
おけるDX スキルを持つ
人材育成について
マイクロソフトの考え方と
取り組み紹介
日本マイクロソフト株式会社
パブリックセクター事業本部
文教営業統括本部
阪口 福太郎

S20

Microsoft Security

Digital Trust Regtech
Alliance: Insider Risk
Management
ホワイトペーパーと

Microsoft 365 E5

コンプライアンス
連携内部リスク対策
ソリューションのご紹介
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
田住 一茂
日本マイクロソフト株式会社
パートナー事業本部
白河 勇毅

H05

Microsoft 365 & Surface

Microsoft Edge と
Internet Explorer 11
日本マイクロソフト株式会社
モダンワーク ＆ セキュリティ本部
モダンワークビジネス部
春日井 良隆

M04

Migrate & Modernize with Azure

失敗しないための

Azure Virtual Desktop

設計ガイド

日本マイクロソフト株式会社
カスタマーサクセス事業本部
エンタープライズアーキテクト統括本部
クラウドアーキテクト技術本部
牛上 貴司

G09

16:40 - 17:40

17:40 - 18:25

Azure Base から Microsoft Base へ ～過去・現在・これから～

日本マイクロソフト株式会社
Azure ビジネス本部 プロダクト マーケティング マネージャー 竹内 宏之

【クロージング】

Humanoid DJ x 大塚愛 special live

イベント参加
（無料）登録はこちら
2021 年 10 月 11 日版

https://aka.ms/MDD_PDF

※セッションは状況により変更する場合がございます。
※最新情報は公式サイトでご確認ください。
※ブレイクアウトセッションでは、直接スピーカーに質問できるリアルタイム Q&A も実施予定ですので、ぜひ当日ご参加ください。

Microsoft Japan Digital Days
イベント参加
（無料）登録はこちら

パートナー様セッション
Day 1 - Day 3

8:00 - 22:00 OPEN

https://aka.ms/MDD_PDF

ヴィーム・ソフトウェア株式会社

Migrate & Modernize with Azure

Azure 環境で簡単に実現できる災害対策
ヴィーム・ソフトウェア株式会社
セールスエンジニアリング本部 シニア・システムズ・エンジニア 斉藤 乾 氏

株式会社ジール

Innovate with Azure

データ分析の高度化・高速化の鍵は
『内製化』
～日揮グループ・ヤマハ発動機が Azure で取組む Analytics の内製化とは～
株式会社ジール
営業本部 営業第二部 シニアアカウントセールス 中村 健 氏

株式会社システムサポート

Business Applications

「 IoT テクノロジー」×
「 SmartDWH 」により生み出される世界
株式会社システムサポート
クラウドコンサルティング事業部・エグゼクティブマネージャー 山口 正寛 氏

日商エレクトロニクス株式会社

Microsoft 365 & Surface

Ah, Windows365！
～結局いくらで導入できるの？他と比べて何がいいの？ 10 分で解説します！～
日商エレクトロニクス株式会社
エンタープライズ事業本部 マイクロソフト事業部 インテグレーション課 渡邊 真悟 氏

Elasticsearch 株式会社
Elastic x Microsoft Azure 統合による Observability / APM の進化
Gold

Elasticsearch 株式会社
マーケティング部・テクニカル プロダクトマーケティング マネジャー 鈴木 章太郎 氏

UPWARD 株式会社

Business Applications

Microsoft × UPWARD で実現する、

市場の変化に対応できる強い営業組織のつくり方

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員
ビジネスアプリケーション統括本部長
綱島 朝子

UPWARD 株式会社

執行役員 営業本部長 CSO
石田 正樹 氏

株式会社レコモット

Microsoft 365 & Surface

BYOD で Microsoft 365 をセキュアにフル活用する。

～端末にデータを残さないゼロトラストな仕組みでハイブリッドワークを実現～
株式会社レコモット
代表取締役 CEO 東郷 剛 氏

株式会社サイバーセキュリティクラウド

Microsoft Security

< Azure ユーザー向け>
Azure WAF を活用し、セキュリティ強化を！
～ WafCharm で実現する WAF 自動化運用とセキュリティ対策～
株式会社サイバーセキュリティクラウド
事業推進本部 営業部 部長 坂口 龍一 氏

株式会社ビービーシステム

Microsoft Teams をフル活用してチームワークを向上！
コミュニケーションを効率的に行える Teams アドオン製品活用術
株式会社ビービーシステム
東日本営業本部 販売促進チーム 岡田 明子 氏

Business Applications
Microsoft 365 & Surface
Microsoft Security
Innovate with Azure

日本ユニシス株式会社

Migrate & Modernize with Azure

お客様のクラウドシフトを支援する日本ユニシスのクラウドサービス
日本ユニシス株式会社
Techマーケ＆デザイン企画部パートナー推進室・室長 松代 憲治 氏

株式会社野村総合研究所

atlax for Microsoft Azure - NRI の Microsoft Azure に向けた取り組み 株式会社野村総合研究所
マルチクラウドインテグレーション事業本部 マネージドサービス推進部 上級テクニカルエンジニア 畑 寛之 氏

SoftwareONE Japan 株式会社

Migrate & Modernize with Azure

SoftwareONE と実現する DX

「
- オンプレ環境の Vmware から Azure へ移行」と「 ID 認証から定着化支援 - M365 の活用」事例
SoftwareONE Japan 株式会社
テクノロジーサービス部 ディレクター
長谷川 憲司 氏

SoftwareONE Japan 株式会社
テクノロジーサービス部 ディレクター
加藤 雄一 氏

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
官公庁の文書改ざん・紛失を防ぐ Teams x SPA 活用法
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
営業本部 Enterprise 統括部
公共ソリューション営業部 担当部長
宮尾 敏郎 氏

Industry Innovation
Business Applications

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
営業本部 Enterprise 統括部
公共ソリューション営業部
澤田 圭 氏

株式会社 Colorkrew

DX 実現の礎～クラウドで実現するデータ基盤構築事例のご紹介

Gold

株式会社 Colorkrew
MSP 原 裕一郎 氏

株式会社インテック
インテックの MS 関連ソリューションの紹介

働き方改革の為のリモートワーク、VDI 、m365 コミュニケーション基盤、

Microsoft 365 & Surface
Migrate ＆ Modernize with Azure
Mixed Reality

MEM・Intene 導入、Azure 活用支援
株式会社インテック

N&O 事業推進部
岩花 実和 氏

株式会社インテック

N&O 事業推進部 主任
千葉 秀胤 氏

株式会社エーピーコミュニケーションズ
コンテナ・ Kubernetes やるのは決まった→それからどうする？
モダナイズの落とし穴とアンチパターン、その対策
株式会社エーピーコミュニケーションズ
取締役 兼
Azureコンテナソリューショングループ長
上林 太洋 氏

株式会社エーピーコミュニケーションズ

CCoE

松崎 新 氏

株式会社電通国際情報サービス

Business Applications

製造業に必要な品目別実際原価の算出を SAP ERP の外部で実現
SAP ERP 向け原価情報分析ソリューション『 ADISIGHT - ACS 』とは？
株式会社電通国際情報サービス
ビジネスソリューション事業部 EIT2 部 肥後 周太 氏

TIS 株式会社
～ニッセイ・ウェルス生命保険様の Azure VMware Solution 事例を初公開～
大規模移行事例からみえるクラウド移行に潜む”落とし穴”と”成功”のコツ

TIS 株式会社
IT 基盤技術事業本部 IT 基盤技術事業部 IT 基盤サービス 2 部 エキスパート 笹村 俊之 氏

Migrate & Modernize with Azure

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM with Azure
日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業本部 ハイブリッド・クラウド・サービス事業 パートナー 寺澤 真紀 氏

株式会社 FIXER

Business Applications

「お試し」で終わらせない！
Power Platform を「お勉強」
～ 世界一クラウドネイティブな FIXER が、実務で活用するためのアプローチをご紹介します ～
株式会社 FIXER
執行役員 中尾 公一 氏

クエスト・ソフトウェア株式会社

Business Applications
Microsoft Security
Migrate ＆ Modernize with Azure

Microsoft 365 のテナント移行、Active Directory の統合
および再構築をスムーズに実行するためのポイント！

クエスト・ソフトウェア株式会社
ソフトウェア セールスエンジニアリング・ソリューション アーキテクト Rie Ryo 氏

レッドハット株式会社

Migrate & Modernize with Azure

OpenShift の優位性と Azure Red Hat OpenShift ( ARO ) のご紹介
レッドハット株式会社
クラウドパートナー営業本部 本部長 佐藤 郁郎 氏

Gold

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

Microsoft Security

マルチクラウド時代のニーズに応える CTC のマルチベンダーとしての価値
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
エンタープライズ事業グループ エンタープライズビジネス企画室
デジタルビジネス推進第２部 ワークシフト推進第１課・エキスパートエンジニア 渡辺 光洋 氏

キンドリルジャパン合同会社

Migrate & Modernize with Azure

「社会成長の生命線」を目指して ー The heart of progress ー
キンドリルジャパン合同会社
理事 テクノロジー本部
クラウド事業部
石橋 直之 氏

キンドリルジャパン合同会社
コンサルティングサービス
シニアコンサルタント
中村 友紀子 氏

キンドリルジャパン合同会社
コンサルティングサービス
マネージングコンサルタント
長嶺 駿 氏

キンドリルジャパン合同会社
コンサルティングサービス
マネージングコンサルタント
福島 雅子 氏

Snowflake 株式会社
データクラウド～ Azure の力でデータをつなぐグローバルネットワーク
Snowflake 株式会社
プロダクト マーケティング マネージャー KT 氏

アクセンチュア株式会社
アバナード株式会社
最新情報は公式サイトよりご確認ください。

Innovate with Azure

Rhipe Japan 株式会社

Microsoft Security

Microsoft 365 & Surface
M365 ユーザーの満足度向上！
あなたもなれる、M365 ユーザーのバリューとセキュリティ向上を実現するマネージドサービスプロバイダー
ライプジャパン株式会社
カントリーマネージャー 後藤 徳弘 氏

Apptio 株式会社

Migrate & Modernize with Azure

ビジネスや市場ニーズの変化に応じて
パブリッククラウドの投資対効果を改善するオペレーティングモデルとソリューション
Apptio 株式会社
セールスディレクター 宮原 一成 氏

株式会社パシフィックビジネスコンサルティング

Business Applications

Dynamics 365 Business Central 導入事例・ Quick Demo
株式会社パシフィックビジネスコンサルティング

株式会社パソナテック
パソナテックの ＤＸ ×リスキリング～淡路島でのハイブリッドワーク

Business Applications
Microsoft 365 & Surface

株式会社パソナテック
ＤＸ戦略本部・ビジネスプロデューサー 飯田 裕樹 氏

カコムス株式会社

Innovate with Azure

Azure PaaS x DevOps で加速する一気通貫ソリューション構築
カコムス株式会社
DX 事業統括本部
デジタルソリューション部
研究開発 G グループ長
朝山 悟 氏

Silver

カコムス株式会社
マーケティング統括本部 営業部
ソリューション営業 G 営業 1T
中島 保代 氏

VMware 株式会社

Migrate & Modernize with Azure

VMware が語る、Azure VMware Solution の強みとサービス概要
ヴイエムウェア株式会社
クラウドセールススペシャリスト Azure VMware Solution (AVS) 八田 和憲 氏

株式会社シーイーシー

Business Applications

企業の DX を加速する
「 One CRM 」システムの活用術

～成長戦略を支える営業・サービス業務のデジタルシフト事例のご紹介～
株式会社シーイーシー
サービスインテグレーションビジネスグループ 営業部 主任 濱 帆乃香 氏

シネックスジャパン株式会社

SYNNEX と実現する Microsoft ソリューション活用

Industry Innovation
Business Applications

次世代の働き方ニーズに応えた再販・導入どちらも可能な Microsoft ソリューション紹介

シネックスジャパン株式会社
プロダクトマネジメント本部
Microsoft クラウドチーム
数見 真央 氏

シネックスジャパン株式会社
プロダクトマネジメント本部
ハイブリッドビジネス開発部
吉田 悠馬 氏

SB C&S 株式会社
リモートワークのセキュリティリスクに立ち向かうには？

Azure で出来る3 つの対策と、導入を助ける Azure 環境設定サービス
SB C&S 株式会社

クラウド・ソフトウェア推進本部 クラウドプラットフォーム推進統括部
クラウドプラットフォームマーケティング部 販売推進課 八釼 友輔 氏

リコージャパン株式会社
リコージャパンの取り組みと提供サービス
リコージャパン株式会社
ＩＣＴ事業本部 マネージド企画センター コミュニケーションＤＸ企画室 マイクロソフトグループ 阿部 佳希 氏

Business Applications
Microsoft 365 & Surface

株式会社 TOSYS

Business Applications

情シス必見！これだけ分かればできる！

Power Automate を活用した業務効率化 ~ Excel 台帳からの脱却 ~
株式会社 TOSYS
カスタマーサクセスグループ 宮嶋 真宏 氏

株式会社インターネットイニシアティブ

Migrate & Modernize with Azure

監視・構成管理・アラート管理

Azure の運用管理を「最大限」効率化するには？
株式会社インターネットイニシアティブ
クラウド本部 クラウドサービス３部 副部長 福原 亮 氏

株式会社エヌティ・ソリューションズ

Business Applications

2025 年の崖を飛び越える！
10 年にわたる教育ノウハウを詰め込んだ、ERP 人財育成特化型オンライン教育サービスをご紹介
株式会社エヌティ・ソリューションズ
取締役 営業本部長
平田 雅敏 氏

株式会社エヌティ・ソリューションズ
執行役員 ERP ソリューション事業部
事業部長
南雲 暢之 氏

株式会社大塚商会

Migrate & Modernize with Azure

今注目のクラウド PC！ Windows 365 は AVD とどう違うのか？
株式会社 大塚商会
インフラ基盤プロモーション部インフラ基盤ソリューション課 篠 澄佳 氏

データブリックス・ジャパン株式会社

Innovate with Azure

アウディ、H&M の事例から学ぶ、

Silver

次世代データ&AI アーキテクチャー
「データレイクハウス」の真価
データブリックス・ジャパン株式会社
マーケティング本部 本部長 岡本 智史 氏

ServiceNow Japan 合同会社

Mixed Reality

あらゆるビジネス体験を一つに繋ぐ ServiceNow で実現する
新時代のシステム運用管理

Service Now Japan 合同会社
マーケティング部 古谷 隆一 氏

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

20 分でわかる！Micorsoft365 / Teams 基本の"き"

～富士フイルムビジネスイノベーションのサービス連携によるさらなる働き方変革へ～
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
エンタープライズドキュメントソリューション事業本部 ソリューションサービス推進部
マイクロソフト推進担当 安達 りさ 氏

三井情報株式会社
三井情報 Microsoft クラウドソリューションのご紹介

株式会社ネットワールド

Citrix Cloud × Azure Virtual Desktop × Surface で

ニューノーマルなテレワーク VDI を構築！
株式会社ネットワールド
マーケティング本部
ソリューションマーケティング部
システムソフトウェアソリューション課
岩見 亮祐 氏

株式会社ネットワールド
マーケティング本部
ソリューションマーケティング部
システムソフトウェアソリューション課
駒木 義弘 氏

Microsoft 365 & Surface
Migrate & Modernize with Azure

ニュータニックス・ジャパン合同会社

Nutanix と Microsoft Azure で実現するハイブリッドクラウドインフラ
～ Nutanix Clusters on Microsoft Azure ～

Innovate with Azure
Migrate & Modernize with Azure

ニュータニックス・ジャパン合同会社
マーケティング統括本部 プロダクト・マーケティング・マネージャー 三好 哲生 氏

ネットアップ合同会社
クラウド上のフルマネージドな NAS 、

Innovate with Azure
Migrate & Modernize with Azure

ストレージの覇者ネットアップが狙うコンテナアプリケーションのデータ保護の次の一手

Silver

ネットアップ合同会社
パブリッククラウド営業本部
クラウドソリューションアーキテクト
竹本 明成 氏

ネットアップ合同会社
システム技術本部
ソリューションアーキテクト
大削 緑 氏

ダイワボウ情報システム株式会社

Mixed Reality

Microsoft 365 販売メソッド

「サブスクリプションビジネスを後押し！ iKAZUCHI ( 雷 )と Microsoft 365 アドオンサービスのご紹介」
ダイワボウ情報システム株式会社
サブスクリプション推進グループ 橋本 由香里 氏

日本 NCR 株式会社

Industry Innovation

米国大手小売業・外食産業の店舗における

IOT を活用したマネージドサービス最新事例のご紹介
日本 NCR 株式会社
マーケティング本部 本部長 間宮 祥之 氏

イベント参加
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