
会議棟・6F 605会議室 展示会場内B会場 展示会場内A会場 
5 30 木 

事前登録 

14:40-15:20 N-3　 

事前登録 

15:30-16:10 N-4　 

事前登録 

13:50-14:30 N-2　 

事前登録 

10:40-12:10 TU2-1中小企業向けモバイル活用フォーラム（2） 

事前登録 

ボーダフォン グローバル エンタープライズ 
プリチャード ノエル 氏 

ボーダフォン グローバル エンタープライズ 
和田 篤士 氏 
 

12:20-13:30
12:20～12:50 

グローバルM2M展開による競争力の強化 

VDグローバルM2Mセッション 

　 

　 

11:10-11:40

ネットワークにおけるアンテナの 
長期的な性能の確保 

CS2Commscopeスペシャルセッション（2） 

事前登録 

　 

10:30-11:00

Wi-Fiアライアンスでの標準化動向 
～ライフスタイル革新への貢献と将来ビジョン～ 

WF2Wi-Fiスペシャルセッション（2） 

事前登録 
Wi-Fiアライアンス 
小林 佳和 氏 

Commscope 
Philip Sorrells 氏 

11:50-12:20

M2M向けワイヤレス・ラインナップの 
ご紹介と応用例 

アルティマスペシャルセッション（1） 

事前登録 アルティマ 
鳥羽田 剛史 氏 
 

13:50-14:00

ZigBeeを取り巻く市場動向概要 
ZB-1

GT1

12:30-13:00

サーコム・ジャパンの 
無線OEM/ODM製品と取り組み 
～M2M社会を支える無線製品ラインアップ～ 

サーコムスペシャルセッション 

事前登録 サーコム・ジャパン　志田 典道 氏 

SJ

13:10-13:40

モバイル端末にもオープンWebを  
～Firefox OSがもたらすもの～ 

Mozilla Japanスペシャルセッション（2） 

事前登録 

事前登録 

Mozilla Japan 
小坂 哲也 氏　　浅井 智也 氏 

ZigBee Alliance 
Tobin Richardson 氏 

※日本語逐次通訳あり 

※英語での講演になります 

ディジインターナショナル 
江川 将峰 氏 

ZigBee SIGジャパン　齋藤 和正 氏 

FF2

ZigBeeフォーラム 

14:00-14:50

ZigBee - Connecting Devices  
to Improve Energy Efficiency

ZB-2

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

14:50-15:15

Digi ワイヤレスM2Mソリューション 

NECエンジニアリング 
深澤 英希 氏 

ZigBeeを活用したM2Mソリューション 

沖電気工業 
川西 素春 氏 

テュフ ラインランド ジャパン　水城 官和 氏 

スマート社会を支える920MHz無線マルチホップ 

ZigBee 認証試験の概要 

DSR　Anatoli Pechkov 氏 

ZBOSS - ZigBee Open Source Stack: features  
and specifics of implementation

アドソル日進　伊藤 綾夏 氏 

920MHz ZigBeeIP/WiSUN-IP、ECHONET Lite/SEPで実現する 
アドソル日進のスマートエナジーソリューション 

Green Peak　古野 敬典 氏 

GreenPeak ZigBee solutions  
for the Smart Home

ZB-3

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

15:15-15:40 ZB-4

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

15:40-16:05 ZB-5

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

16:05-16:30 ZB-6

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

16:30-16:55 ZB-7

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

16:55-17:20 ZB-8

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

17:20-17:45 ZB-9

事前登録 

ZigBeeフォーラム 

13:00～13:30 

ボーダフォンが提供する 
グローバルM2Mサービスの技術概要 

事前登録 

ネットワークバリューコンポネンツ 
工藤 慎也 氏 

  

13:40-14:10

企業内での私物解禁は黙認できるのか?  
BYODをもう一度考えましょう 

アシスト ネット ナビゲーション 
広岡 利文 氏 

通信費管理システムによる 
ケータイ・スマホの管理とコスト削減 

ST2-1スマートフォン/タブレットセッション（2） 

事前登録 

14:20-14:50 ST2-2スマートフォン/タブレットセッション（2） 

事前登録 

エス・ケイ 
黒田 篤 氏 

15:00-15:30

スマホ・タブレットで 
フィールド業務を変える！？ 

日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC） 
松並 勝 氏 

安全なAndroidアプリの作り方を教えます！ 
～脆弱性はこうやって排除せよ～ 

ST2-3スマートフォン/タブレットセッション（2） 

事前登録 

15:40-16:10 TU2-2中小企業向けモバイル活用フォーラム（2） 

事前登録 

 

16:20-16:50 ST2-4スマートフォン/タブレットセッション（2） 

事前登録 

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

 

 

13:00-13:40 N-1　 

モバイルキャリア向け  
インフラソリューションフォーラム 

※FF1、FF3と同じ内容です 

※WF1と同じ内容です 

5月30日（木）のコンファレンス早見表 2013.5.22更新 

モバイルインフラの発展 
およびファーウェイのソリューション 
華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン） 
鹿島 毅 氏 

エリクソン・ジャパン 
恒松 幹彦 氏 

変革を続けるモバイルマーケット 
～LTE投資効果を最大化するには～ 

エンピレックス 
ニール・マッキンレー 氏 

モバイルブロードバンドの未来を支える 
ノキア シーメンス ネットワークスの 
Liquid Net
ノキア シーメンス ネットワークス 
小島 浩 氏 

モバイルブロードバンドと 
ユーザーエクスペリエンス 
- Rethink mobile broadband -

「会社で使うタブレット・スマートフォン2013」 
刊行記念セッション 
10:40～10:45 
ご挨拶 
中小企業のIT入門マガジン「COMPASS」　石原 由美子 
 
10:45～12:10 
［パネルディスカッション］ー誌面を飛び出し大討論！ 
中小企業のモバイル活用　さらなる普及に必要な支援とは？ 
＜モデレータ＞ 
ITコーディネータ／トゥモローズ　堀 明人 氏 
＜パネリスト＞ 
NTTドコモ　鈴木 博道 氏 
エムトーン　永田 　造 氏 
KDDI　原田 圭悟 氏 
ITコーディネータ／ジョイプランツ　和田 喜充 氏 
日本商工会議所　岩崎 浩平 氏 
（社名五十音順） 

KDDI　原田 圭悟 氏 

KDDIスペシャルセッション（2） 
売上拡大・コスト削減・本業専念をまとめてご支援!! 
スマホ・タブレット活用術の他、耳より情報満載!!


