第２回 超人スポーツEXPO

HALL 4

身体とテクノロジーが融合した
「人機一体」
の
新たなスポーツを創造します。

MUFGの
デジタルイノベーション
人型ロボット
「NAO」
、

バーチャルアシスタント

「MAI」
などを
展示します。

IoTタウンは、新しいCEATEC JAPANのコンセプトを発信する
主催者特別企画です。

市場創出をめざすさまざまなユーザ企業がIoTタウンに集まります。
新たなビジネスモデルにつながるアイデアやパートナーに出会う
可能性を生み出します。

体験の拡張

ソーシャルCPS

の生活や日々の体

未来の社会システム基盤を
めざして

わるのか。
参加者・参加企業も一緒に、
アイデ

CPSに共通的なIT基盤技術や実用化に向けた

IoTによって私たち

未来の社会システム基盤を支えるソーシャル

験 がどのように変

アやテクノロジーを持ち寄って、
IoTで変わる

各社の叡智を結集し日本発の新たな 街のカタチ を提案し世界に
発信します。

未来の体験を共に描くオープンコラボレー

ション型展示です。

社会

新展開！
暮らしに寄り添うIoT
豆蔵のIoT技術やデー

タ分析技術を駆使した
実用例として、
介護施設

向け見守りシステムを

はじめ、
各種の事例を展
示いたします。

安全・安心・快適・便利な
未来のサービスをめざして

セコムが考えるＩ
ｏＴ

より良い社会を実現したいというセコムの 想

い を大型スクリーンを用いた映像コンテンツ

を通してご紹介します。

実証実験についてご紹介します。

暮らし
ロボットのいる生活の提案
「ロボット」
と暮らす生活と、
操作可能なVR体験
をご提案いたします。

街
ウェアラブルコンピュータ
の未来
ウェアラブルデバイ
スの体験や利用

シーンの展示や

デモを行います。

仮想空間
疑似体験型
スマート店舗
仮想空間型Displayが

もたらす近未来型

スマート旅行店舗を
提案します。

IoT時代の
店舗エンハンスメント
インターネットを感じながら、
リアルの体験を
エンハンスします。

IoTタウン オープンステージ

オープンステージでは、IoTタウンの出展各社より、
IoTに関わる取組みや展示内容などについて、
わかりやすくご紹介いたします。

オープンステージプログラム
10.4 TUE

10.6 THU

13:00-13:15

セコム

14:00-14:15

豆蔵

「IoT時代にセコムが担うべき役割」
セコムトラストシステムズ株式会社 次長 坂本 修一

「暮らしに寄り添うIoT＜豆蔵の事例紹介＞」
株式会社 豆蔵 IT戦略支援事業部 第1グループ コンサルタント 中山 尚子
「IoT時代の店舗ビジネスエンハンスメント」

15:00-15:15

楽天

16:00-16:15

MUFG

楽天株式会社 シニア・コーディネーター 三條 正裕
「じぶんとお金をスマホでつなぐ、
じぶん銀行が目指す未来」
株式会社じぶん銀行 IT戦略部 主任 満尾 芽衣

10.5 WED
11:00-11:15

超人スポーツ
協会

12:00-12:15

JTB

13:00-13:15

NII×3大学

14:00-14:15

ロフトワーク

15:00-15:15

ウェアラブル
関係2団体

16:00-16:15

タカラトミー

「スポーツとテクノロジーの融合、
「人機一体」の超人スポーツについて」

「人工知能
（AI）
を活用した安定収益ファンド」

11:00-11:15

MUFG

12:00-12:15

豆蔵

13:00-13:15

ウェアラブル
関係2団体

14:00-14:15

セコム

15:00-15:15

NII×3大学

16:00-16:15

楽天

三菱UFJ信託銀行株式会社 資産運用部 部長 増田 義之
「IoTを推進する豆蔵の技術」
株式会社 豆蔵 営業本部営業部長 佐久間 理
「ウェアラブルデバイスメーカーとコミュニティが見ているすぐそこの未来」
株式会社テレパシージャパン 代表取締役 鈴木 健一
NPO法人日本ウェアラブルデバイスユーザー会 理事
兼 株式会社神戸デジタル・ラボ 取締役 村岡 正和

「IoT時代にセコムが担うべき役割」
セコムトラストシステムズ株式会社 次長 坂本 修一
「ソーシャルCPS 未来の社会システム基盤をめざして」
九州大学 学術研究員 五十嵐 正樹

「IoT時代の店舗ビジネスエンハンスメント」
楽天株式会社 シニア・コーディネーター 三條 正裕

超人スポーツ協会 超福祉担当幹事 武田 港

「提案：仮想空間疑似体験型スマート店舗」
株式会社ジェイティービープランニングネットワーク 営業企画部 プロデューサー 向頭 芳仁
「ソーシャルCPS 未来の社会システム基盤をめざして」
北海道大学 特任教授 田中 譲
「Creative Approach for IMPACT ─ ロフトワークの実践」
株式会社ロフトワーク 取締役 兼 CMO 矢橋 友宏
「鯖江で開発したメガネフレームがなぜかヨーロッパ市場で大活躍」
Vuzix Corporation 東京支店長 藤井 慶一郎
「ロボットと暮らす生活〜コミュニケーションロボットと人との未来について〜」
株式会社タカラトミー 部長 木村 貴幸

未来をデザインするアイデアソン
〜拡張する身体と進化するＩ
ｏＴ〜
ストーリーボード展示
IoT タウンでは、
「拡張する身体」と「IoT テクノロジー」にフォーカスしたアイデアソンを開催
しました。
ここでは、CEATEC 出展企業とエンジニア・デザイナー・クリエイターなど幅広い
バックグラウンドを持ったスペシャリスト達が集い、組織や企業の枠を超えて、IoT テクノロ
ジーの新しい機会領域を探索しました。
IoT タウン内では、アイデアソンで生まれた未来のサービスをストーリーボードとして展示し
ています。

10.7 FRI
「ソーシャルCPS 未来の社会システム基盤をめざして」

11:00-11:15

NII×3大学

12:00-12:15

JTB

13:00-13:15

タカラトミー

14:00-14:15

超人スポーツ
協会

15:00-15:15

ロフトワーク

大阪大学 教授 東野 輝夫

「提案：仮想空間疑似体験型スマート店舗」
株式会社ジェイティービープランニングネットワーク 営業企画部 プロデューサー 向頭 芳仁
「ロボットと暮らす生活〜コミュニケーションロボットと人との未来について〜」
株式会社タカラトミー 部長 木村 貴幸
「自らの手で技を放つ！ウェアラブルとARで実現する超人スポーツ「HADO」の技術とビジネス展開」
株式会社meleap CEO 福田 浩士

「Creative Approach for IMPACT ─ ロフトワークの実践」
株式会社ロフトワーク 取締役 兼 CMO 矢橋 友宏
プログラムは変更になる場合があります。

IoTタウン主催団体

お問合せ先

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会
（CIAJ）

JEITA 広報室

一般社団法人 電子情報技術産業協会
（JEITA）

東京都千代田区大手町1-1-3

一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会
（CSAJ）

TEL. 03-5218-1053
E-mail：comm1053@jeita.or.jp

