5月30日（金）のコンファレンス早見表

5 30 金
展示会場内Ⅱ会場

Ⅰ会場

展示会場内
10:30

10:30-12:00 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞

M3-1

MCPCモバイルM2Mシンポジウム
モバイルM2Mの最新市場について

＜パネラー＞
ハヤブサドットコム 野田 和郎 氏
テレックス関西 上村 計明 氏

10:40〜11:15

＜モデレータ＞
野村総合研究所

10:30〜10:40

MCPCモバイルM2M委員会

Ⅲ会場

展示会場内

10:30-11:50 携帯電話販売代理店向けビジネスセッション＜2＞ K2-1

携帯電話販売代理店のベストプラクティス

─ここまできた日本の物流モバイルM2M─

11:00

2014.5.28更新

土本 順久 氏

事例1：商用車クラウドサービスの
国内展開事例と今後のASEAN展開について

11:00-11:20 TransferJetフォーラム＜3＞

北 俊一 氏

T3-1

TransferJet技術の現状とその将来

＜MCPC award 2014 グランプリ/総務大臣賞/モバイルテクノロジー賞受賞＞

TransferJetコンソーシアム 林 寿一 氏

矢崎エナジーシステム 市川 孝幸 氏

※T1-1、T2-1、T2-2、T3-2と同じ内容です

11:15〜11:50

事例2：鉄道コンテナ輸送における
貨物管理システムの海外展開について

＜MCPC award 2014 モバイルM2M特別賞受賞＞
日本貨物鉄道

西村 公司 氏

11:50〜12:00

MCPCが計画する「M2M実践セミナー」の開催について
MCPCモバイルM2M委員会

菰岡 真人 氏

12:00
12:10-12:50

M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞

M3-2

スマートグリッド 標準通信の認証・試験、
現状と課題

12:00-12:20 中小企業クラウド＆モバイル活用フォーラム＜3＞ C3-1
モバイル＆クラウドだからできる！
Oﬃce 365で実現する新しいワークスタイル
日本マイクロソフト 川瀬 透 氏

12:00-12:20 Wi-Fiフォーラム＜2＞
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〜
WI-Fiアライアンス

※B1-1と同じ内容です

※C1-3、C2-4と同じ内容です

テュフ ラインランド ジャパン
水城 官和 氏

12:30-12:50 中小企業クラウド＆モバイル活用フォーラム＜3＞ C3-2
重要な企業データも安心バックアップ！
タブレット・スマートフォン対応の新バックアップサービスのご紹介
東日本電信電話

山下 秀樹 氏

B2-1

M3-7
12:30-12:50 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞
オープンソースハードウェア
（3Gシールド）
による
M2Mビジネス開拓
3Gシールドアライアンス 高本 孝頼 氏

※C1-1と同じ内容です

13:00

13:00-13:20 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞
＜外回りの営業マンにもう一件の訪問を＞

S3-1

レッドフォックス 上原 正憲 氏

※S1-1と同じ内容です

M3-3

データを可視化するだけでは意味がない！
M2Mは業務システムとの融合へ
インターネットイニシアティブ
大川 敬之 氏

13:20〜13:40

@iijmioの中の人より〜舞台裏から見たMVNOへの期待感
インターネットイニシアティブ
佐々木 太志 氏

日本アイ・ビー・エム 鈴木 徹 氏

※本セッションはI1-1と同じ内容です

※M1-2、M2-3と同じ内容です

14:00

14:00-14:20 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞
ユーロテックのM2Mソリューションによる
課題の解決

I2-1

13:00〜13:20

〜スキマ時間の有効活用で売上UP！〜

13:30-13:50 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞
IoTに最適化されたMQTTプロトコルと
それを実現する技術

13:00-13:40 IIJスペシャルセッション＜2＞

M3-4

14:00-14:20 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞

13:30-14:20 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞

S3-4

カナダ バンクーバー
最先端ワイヤレス企業のご紹介
在日カナダ ブリティッシュ・コロンビア州政府
中筋 智子 氏

S3-2

モバイルセキュリティのこれから
ネットワークバリューコンポネンツ 工藤 慎也 氏

アドバネット 橋本 武 氏

※M1-3、M2-4と同じ内容です

14:30-14:50 モバイルインフラセッション＜2＞
次世代NOC

N2-1

〜サービス運用センタで達成する通信事業者のKBO
エンピレックス 瀬田 直也 氏

14:30-14:50 中小企業クラウド＆モバイル活用フォーラム＜3＞ C3-3
KDDI クラウドサービスの概要と今後の戦略
〜ワークスタイルの変革へ〜
KDDI

内田 信治 氏

14:30-14:50 TransferJetフォーラム＜3＞
TransferJetコンソーシアム 林 寿一 氏

※N1-1と同じ内容です

15:00

15:00-15:20 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞
M２Mとモバイルクラウドを加速する
カスタマイズドMVNO

M3-5

15:30-15:50 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞

M3-6

NTTコミュニケーションズ 飯田 博之 氏

※T1-1、T2-1、T2-2、T3-1と同じ内容です

S3-3
15:00-15:20 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞
スマートデバイス活用による業務生産性向上への
取り組みと導入事例から見るポイント

15:00-15:20 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞
スマートデバイスによる
安全なモバイルワークの実現について

S3-5

15:30-16:30 スマートデバイスO2Oセッション

15:30-15:50 スマートフォン/タブレットセッション＜3＞
業務システムのクラウド化と
スマートデバイスによる新たな可能性

S3-6

16:00-16:20 M2Mジャパン 3Daysセッション＜3＞

M3-8

リサーチアンドソリューション 清見 光生 氏

4.9GHz/5GHz帯 長距離無線の魅力と導入事例
日商エレクトロニクス 山本 篤史 氏

リアルとデジタルを有機的に結びつける
循環型O2Oマーケティング
グランドデザイン&カンパニー／SPARK
小川 和也 氏

16:00

16:00-16:20 切れない無線スペシャルセッション＜3＞

W3-1

インテグレート／SPARK
藤田 康人 氏

O-1

ベーシック 板垣 拓也 氏

ジェクシード 野澤 裕 氏

Dustの最新アプリケーション事情

BLE + ANT 複合プロトコルの活用

リニアテクノロジー

Nordic Semicoductor ASA

小林 純一 氏

T3-2

TransferJet技術の現状とその将来

山﨑 光男 氏

※講演内容や講師は、
変更になることがございます。

