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　　イグレック CIO Business Table について

　当プログラムは、CIOあるいは情報システム部門の責任者の方々、または情報産業およびその技術の進展
にご興味をお持ちの上級管理職の皆様へお役に立つ情報をご提供し、お互いの討議の場をご提供すること
を目的として2014年9月より開催致しました。当初のセミナーでは、クラウドコンピューティングやERPの動
向などにフォーカスし、最近ではIoT、AIやサイバーセキュリティ、デジタルトランスフォーメーション等につい
てカバーしています。ICT分野は変革が激しい業界ですが、変革の当事者にその戦略や具体的なソリューショ
ン、事例等についてお話いただき、質疑応答なども行います。

　当冊子では 2018年以前の実績紹介、2019年の予定、更に会報誌“IT Trend Update”のバックナンバー
などを収録いたしました。ご高覧の上、新規メンバーにご登録いただければ幸いです。

　　ご挨拶

　私は1978年日本アイ・ビー・エム株式会社入社以来、AT＆T，日本テレコム、ウィルコム、SAP、ワークスアプ
リケーションズと一貫して情報通信技術、今で言うICT(Information and Communication 
Technology)分野を歩んで参りました。そんな経験の中で、CIOの皆さまの学習する場が思っているよりも少
ないことに気づきました。最初はいろいろなソリューションをできる限りニュートラルにご紹介することはできな
いものかと考えたのですが、すぐにそれは不可能だと感じました。私やこのイグレック社を含めてどのよう
な企業も得手不得手や個人や自社にとってのメリット、デメリットがあり、完全にニュートラルに解説する
ことなどできません。
　それであれば、特定のサブジェクトに絞り込み、その題材の中で主要なプレイヤーにすべてご登壇頂き、各
社の主張を聞くプログラムができないかと思いつきました。最初はクラウドコンピューティングにフォーカ
スし、アマゾンやグーグル、マイクロソフト、IBMといった主要プレイヤーに企画を打診したところ、各社から好
意的な反応をいただき、このプログラムが発足いたしました。考えてみますと、当プログラムではすべての
主要なプレイヤーをカバーいたしますので、IT企業側からみれば、必ずライバルが登場するということにな
ります。はたして、こんな環境でIT企業が参加してくれるのか、不安でした。しかし、当冊子をご覧いただけれ
ばわかりますが、ほぼすべての主要プレイヤーが登場し、各社の主張を繰り広げてくれました。また、各社の
主張を聞く際に、各社の社風も重要な要素と考え、原則として各社の施設内でのプレゼンテーション形
式といたしました。そして最後にできる限りQ&Aセッションを設けるなど工夫をして開催したところ、企業
のCIOの皆様からご好評をいただき、おかげさまで、今年で5年目を迎えることができました。
　当冊子ではこれまでのセミナーのご案内を再掲させていただき、また、おりおりにメンバー宛に発行して
きました“IT Trend Update”というペイパーも再度集約してみました。こうやって振り返ってみますとかなり
幅広いトレンドについて、かつ主要プレイヤーを網羅する形にて開催してこられたと思います。
　本年は、“デジタルトランスフォーメーション（DX）”にフォーカスし、先進事例（日本航空様等）をご紹介する予定
です。

　ご参加の方からは、一社を半日かけてじっくりと現状を聞くことで各社の差も浮き彫りとなり、今後のシ
ステム戦略構築の上で大変参考になったといったご評価をいただいております。

　ご多忙の中恐縮ではございますが、是非、御社からもCIOもしくはITの戦略的活用にご感心のある方にご
参加いただき、日頃とは少し違う切り口にて、ICTの先進的な活用について考えていただければ、これにまさ
る喜びはございません。

2019年1月
イグレック株式会社
取締役理事 創設者
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2019年 セミナー概要
フォーカス内容 : デジタルトランスフォーメーション（DX）
　昨今、デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応はCIOの最大の関心事です。昨年経済産
業省から発行された、２０２５年の崖をうたったDXレポートが有名になりました。2019年はこの
テーマを中心にセミナーを開催予定です。

開催予定企業（開催予定順）：
　東日本電信電話株式会社
　株式会社ソラコム
　アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
　DX先進事例（日本航空株式会社）
　日立グループ、日立システムズ

特別セッション
　年に1度程度、参加者を拡大して募集し特別セッションを開催する予定です。

情報交換会
　年に1度程度、当プログラムメンバー間での特定のテーマに沿った情報交換会を企画いたします。
　2018年は、「デジタルトランスフォーメーション」をテーマとしました。

過去のセミナーフォーカス内容
　クラウドサービス 2014年11月～2016年7月　　　アマゾンデータサービスジャパン株式会社、グーグル株式会社、日本マイクロソフト株式会社、
　　日本アイ・ビー・エム株式会社
　
　ERP製品 2014年9月～2014年11月　　　SAPジャパン株式会社、株式会社ワークスアプリケーションズ、日本オラクル株式会社、
　　日本マイクロソフト株式会社
　
　IoT - Internet of Things - 2015年11月～2016年7月　　　シスコシステムズ合同会社、株式会社ソラコム、インテル株式会社、株式会社日立製作所
　
　モバイルネットワーク  2016年7月～2016年10月　　　KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社NTTドコモ
　
　働き方改革  2017年2月～2017年7月　　　日立グループ（日立システムズ）、SCSK株式会社、シスコシステムズ合同会社
　
　ネットワーク＆セキュリティ  2018年2月～2018年10月　　　東日本電信電話株式会社、シスコシステムズ合同会社、日立グループ（日立システムズ）、
　　デル株式会社、ソフトバンク株式会社

A

　デル株式会社
　ソフトバンク株式会社
　日本アイ・ビー・エム株式会社
　SAPジャパン株式会社
　グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
　

2019年度及び 過去のフォーカス
イグレック CIO Business Table
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2019年 セミナー開催予定
イグレック CIO Business Table
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B
NTT東日本（東日本電信電話株式会社）

「NTT東日本が取組む新たなアライアンス」
DXとともにネットワークやインフラに求められている役割をご紹介すると共に、取り組みをご紹介いただく予定です。

2月21日（木）

株式会社ソラコム 
「ソラコムの事業戦略とソリューション（仮題）」

KDDI傘下に入ったソラコムのアップデートです。ユーザー様をお呼びし事例紹介を行っていただく予定です。

3月19日（火）

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社

「AWSの事業戦略とソリューション（仮題）」
２０１５年に取り上げたアマゾンセミナーのアップデートです。最新事例や新しい取組みをご紹介いただく予定です。

日立グループ

「日立グループの事業戦略とソリューション（仮題）」
デジタルトランスフォーメーションへの取組みから最近注力しているソリューションまで幅広くご紹介いただく予定です。

5月9日（木）

4月16日（火）

6月
日程未定

デル株式会社

「DELLの事業戦略とソリューション（仮題）」
PC市場以外への進出を加速していますが、その戦略やソリューションをご紹介いただく予定です。

7月
日程未定

某社

「DX先進事例②（仮題）」
5月の日本航空様に続き、ユーザー先進事例の第二弾を開催予定です。

9月
日程未定

ソフトバンク株式会社

「SoftBankの事業戦略とソリューション（仮題）」
8月頃開催予定のSoftBankWorldの内容を元に、その時期のトレンドを中心にご紹介いただく予定です。

10月
日程未定

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、株式会社電算システム

「Googleの事業戦略とソリューション（仮題）」
AI、IoT、セキュリティ等、Googleの新しい取組みをご紹介いただく予定です。

12月
日程未定

日本航空株式会社

「DX先進事例① ～日本航空株式会社での取り組み～（仮題）」
本年度のCIO Business Tableのテーマであるデジタルトランスフォーメーションに早い段階で取り組まれた、
日本航空様のDX先進事例をデモを含めてご紹介いただきます。

情報交換会

「CIO Business Table 2019年 情報交換会（仮題）」
テーマは未定ですが、メンバー同士の情報交換の場と、情報交換会後の懇親会を予定しています。

11月
日程未定

SAPジャパン株式会社

「SAPの事業戦略とソリューション（仮題）」
DXの場としてオープンしたInspired.Labにて、日本企業とのイノベーション事例についてご紹介いただく予定です。

11月
日程未定

日本アイ・ビー・エム株式会社

「IBMの事業戦略とソリューション（仮題）」
最新のクラウドサービス事例や、最先端技術を活用したソリューションをご紹介いただく予定です。

10月
日程未定



2018年 セミナー開催実績
イグレック CIO Business TableB
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NTT東日本（東日本電信電話株式会社）、Coltテクノロジーサービス株式会社

「通信ネットワークの最新動向とNTT東日本の取組み」
通信ネットワークの変遷とNTT東日本の取り組み、またCOLT社よりヨーロッパの最新事例をご紹介いただきました。

2月28日（水）

シスコシステムズ合同会社 
「CISCO 次世代ネットワークとセキュリティ」
クラウド時代のITインフラのあり方と最新のサイバーセキュリティ事情についてご紹介いただきました。

3月27日（火）

日立グループ

「日立グループの事業戦略とソリューション」
最先端ITを活用した働き方改革と、今後のIoT時代で必要になるセキュリティについてお話をいただきました。

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、株式会社電算システム

「Google Today & Future ～ ビジネスの未来を創る AI と、企業を守るセキュリティ～」
ビジネスへAIを活用する方法、テクノロジーで企業を守るとはどういうことか、事例もふまえご講演いただきました。

5月30日（水）

4月26日（木）

6月21日（木）

経済産業省、TKC株式会社

「2018年 情報交換会 ～デジタルトランスフォーメーションに向けて～」
デジタル変革の驚異とも言える「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を取り上げました。

デル株式会社、Dell Boomi Japan
「Dell TechnologiesとBoomiが提供するDXとクラウド戦略」
日本におけるDELLの事業戦略、また、新しい製品Boomiについてご紹介いただきました。

7月31日（火）

ソフトバンク株式会社

「SOFTBANK エンタープライズ向けソリューション セミナー」
ソフトバンクの中核を担う技術部門での働き方改革、本年注力しているIoTに関する取組みをご紹介いただきました。

9月20日（木）

SCSK株式会社

「SCSKがお客様と共に創る“先進技術を活用した夢ある未来”」
先進技術の活用方法、DXへの取り組み方、製造業向けのIoT・AIソリューションについてご紹介いただきました。

10月16日（火）

SAPジャパン株式会社

「SAPが考える“失敗しない”デジタル変革」
代表的なERP SAP S/4HANAを中心とした、デジタル変革戦略とその独自性、また、導入や旧バージョンからの
移行について具体的なご紹介をいただきました。

11月7日（水）

日本アイ・ビー・エム株式会社

「IBM Technology & Solution Day ～最新Technologyで経営をリードするために～」
IBMのソリューション戦略、最新テクノロジーを活用した業界向けソリューション、まだ製品になっていない先進
テクノロジーへの取組みをご紹介いただきました。

12月27日（木）

電気自動車と自動運転 マイクロサービスは本物か？２０１8年 2月 ２０１8年 5月

AIは仕事を減らすのか？２０１8年 10月海外の動きから２０１8年 7月

デジタルトランスフォーメーション（DX） 2025年の崖の解説２０１8年 12月

IT Trend Update （会報誌）



2017年 セミナー開催実績
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IT Trend Update （会報誌）

AIは二方向へ トーキョー・オタク・モード２０１7年 3月 ２０１7年 9月

AI Update 
日本に出番は残されているのか?２０１7年 12月経済産業省が提唱した

コネクテッドインダストリーズとは２０１7年 6月

株式会社日立システムズ
日立グループの事業戦略とソリューション
日立グループのITガバナンスやAIへの取組みと日立システムズの様々な重点ソリューションをご紹介いただきました。

2月20日（月）

株式会社フロンティアワン、日本リミニストリート株式会社、パネルディスカッション他
ERPの現状とその抱える問題点、未来への期待
ERPの革新の背景を読み解くと共に、次世代型 ERPへの期待等についてパネルディスカッションを行いました。

3月14日（火）

シスコシステムズ合同会社
CISCOの事業戦略と働き方変革への取組み
デジタル変革を支える仕組みを中心に働き方変革と、新たなソリューションをお話しいただきました。

4月18日（火）

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 セミナールーム
Google Today and Future
GCP (Google Cloud Platform) や G Suite の新しいサービスのご紹介いただきました。

5月11日（木）

SCSK豊洲オフィス (豊洲フロント14階)
SCSKのワークスタイル変革の取り組みとそれを支えるITの仕組み
「働き方改革」の成功の鍵となった組織風土改革と、IT活用についてご講演をいただきました。

6月13日（火）

フジテック株式会社 大阪ビッグフィット
CIO Business Table 特別編 ～FUJITECアフターマーケット拠点視察～
CIO Business Tableのメンバーであるフジテック株式会社のご協力をいただき、アフターマーケット拠点視察を
いたしました。普段とは違い現場視察を中心にご紹介いただきました。

6月28日（水）

ANAインターコンチネンタルホテル 内閣サイバーセキュリティセンター
CIO Business Table 特別セッション セキュリティについて考える
内閣サイバーセキュリティセンターよりサイバーセキュリティ戦略やそれに携わる人材育成策、人材確保の方針
などについて語っていただき、その後、セキュリティに関するディスカッションを行いました。

7月26日（水）

ソフトバンク株式会社
SoftBankエンタープライズ向けソリューション セミナー
グループ各社のセキュリティ状況を正確に把握できる大規模なセキュリティルームを見学させていただき、
セキュリティへの取組を中心に、IoTへの 新たな取組みについてもお話しいただきました。

9月7日（木）

ホテル椿山荘東京 一般社団法人情報システム学会 株式会社電算システム 日本ビジネスシステムズ株式会社 
CIO Business Table 2017年 情報交換会
メインテーマとして「情報システム人材育成」を取り上げ、各社における情報システム人材育成への取組みをご紹介
いただき、その後サブテーマとして「オフィス系ソリューション」についてフリーディスカッションを行いました。

10月24日（火）

日本マイクロソフト株式会社 本社
Microsoftの最新動向と重点ソリューション
今後の事業戦略と複合現実テクノロジーHoloLens、そして最新のOffice系ソリューションについてご講演いただきました。

11月30日（木）

NECイノベーションワールド 品川ショールーム
顧客体験価値を向上する NECのデジタルトランスフォーメーション
顔認証、群衆行動解析、 物体指紋、光学振動解析などのAI最先端技術群「NEC the WISE」をご紹介いただきました。

7月12日（水）
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2016年 セミナー開催実績
イグレック CIO Business Table

株式会社NTTドコモ
NTTドコモ エンタープライズ向けソリューション
人工知能、IoT等の先進分野で様々なソリューションを発表し、エンタープライズ向けビジネスをご紹介頂き
ました。また、先進分野での取り組みをショールーム見学とともにご紹介頂きました。

10月13日（木）

赤坂溜池タワー13階 
CIO Business Table 拡大版 セキュリティ&AIセミナー
11月セミナーは拡大版と称し、サイバーセキュリティと人工知能を取り上げました。今話題のテーマであることと、
豪華な講師陣のご講演が実現いたしましたので、今回はメンバーに限定せずに大勢の方に参加頂きました。

11月22日（火）

ソフトバンク株式会社 本社
SoftBank エンタープライズ向けソリューション セミナー
Pepperに代表されるロボットに加え、人工知能、IoT等の先進分野で様々なソリューションを発表し、 
コンシューマー向けだけでなくエンタープライズ向けのビジネスもご紹介頂きました。

9月7日（水）

日立製作所 神奈川事業所
CIO Business Table IoTセミナー#4 日立製作所のIoTへの取組み
日立製作所のビジネスを支えるストレージの製造工程におけるロボットやIoTの活用状況をご見学頂きました。

7月20日（水）

丸の内永楽ビルディング(iiyo!! /イーヨ!!) 「KDDI ビジネススクエア 丸の内」(受付3階)
クラウド時代の通信キャリアの役割 KDDIセミナー
キャリアのエンタープライズ向けソリューションを紹介頂きました。KDDI様のご紹介によりGoogle様の講演
もございました。

7月4日（月）

ベリタステクノロジーズ合同会社 ホテル椿山荘東京 タワー棟9階アザリア
CIO Business Table 第2回情報交換会
ベリタステクノロジーズ社より「クラウド時代のセキュリティとデータ管理」というテーマでお話頂きました。その後、
参加メンバー全員から自社の「クラウドコンピューティングの活用状況と方向性」について発表を頂きました。

5月25日（水）

株式会社ワークスアプリケーションズ、株式会社マルチブック、日本リミニストリート株式会社
エンタープライズ・アプリケーション最新事情
超高速化技術や人工知能搭載の次世代ERP、グローバル展開向けのパッケージ、保守料金削減に有効な第3者
保守サービスの3つの取組みをご紹介頂きました。

4月13日（水）

株式会社セールスフォース・ドットコム 東京オフィス セミナールーム
Welcome To The Age Of The Customer "顧客の時代へ"
世界の最新トレンド、お客様事例、デモンストレーションを通じて、お話いただきました。

3月8日（火）

インテル株式会社　つくば本社
“CIO Business Table IoTセミナー #3”
インテルの事業戦略とIoTへの取込みなどを、インテルのコラボレーションセンターで各企業との共同開発
ソリューションのデモも体験いただけるよう丸の内の東京本社ではなくつくば本社での開催致しました。

2月17日（水）

IT Trend Update （会報誌）

通信業界の現状と日本の優位性 サイバーセキュリティ戦略２０１6年 2月 ２０１6年 8月

シンギュラリティー
(Singularity) ２０１6年 12月FIN-TECH２０１6年 5月

B
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アマゾン データサービス ジャパン株式会社 目黒オフィス
アマゾンウェブサービス特別セミナー
Amazonの企業カルチャーとAWSの成り立ちについてお話いただき、①クラウドの適用領域、②新規ビジネス
での活用、③導入にあたっての注意点の3つのテーマに分かれてラウンドテーブルが実施されました。

10月27日（火）

シスコシステムズ合同会社 東京本社
「IoTセミナー#1」 - シスコシステムズIOEと製造業のIoTへの取組み -

Industry4.0と日本の製造業におけるIoTへの取組み、CISCO SystemのIoTへの取組みについて、
お話いただきました。

11月27日（金）

富士ソフトアキバプラザ
「New Solution from US」　ロボット&人工知能 
米国ロボット産業の歴史と未来、テレプレゼンスロボット、商品運搬ロボット、人工知能アメリアについて
お話いただきました。

12月1日（火）

グーグル株式会社 六本木オフィス
Google Today and Future
Googleの最新エンタープライズ戦略、Google Cloud Platformが実現するイノベーションとビッグデータの
世界、Google for Work活用事例、フジテック株式会社のGoogle活用事例についてお話いただきました。

9月11日（金）

日本マイクロソフト株式会社 品川グランドセントラルタワー
Microsoftの最新動向と重点ソリューション
Microsoftの最新動向、MS Azure最新情報、MS Dynamics AX最新情報についてお話いただきました。

7月23日（木）

日本オラクル株式会社 青山本社
オラクルのクラウド戦略 - SaaSの可能性とオンプレミス連携 -
エンタープライズビジネスが選択するクラウドサービス Oracle SaaS、Oracle ERP Cloudの概略、
クラウド・ファースト時代のアーキテクチャ戦略についてお話いただきました。

6月24日（水）

富士ソフトアキバプラザ
「IoTセミナー#2」
日経BP主催ITpro EXPOで大賞を受賞した株式会社ソラコムのIoTプラットフォームとその活用事例を
ご紹介いただきました。

12月1日（火）

ANAインターコンチネンタルホテル
CIO情報交換会、マイナンバー制度への対応の勘所（講演）
前半はマイナンバー制度で必要となる企業側の対応についての講演、後半はメンバー同士の情報交換会を実施し、
情報交換会では参加者から自社の取組みについてお互いに紹介をしていただき、その後懇親会も実施しました。

5月27日（水）

株式会社ワークスアプリケーションズ 赤坂溜池タワー
牧野CEOが語る 新世代型ERP HUEの誕生
ワークスアプリケーションズ社の事業戦略、次世代型ERP HUE、Public Cloud、Cloud運用自動化などについて
お話いただきました。

4月14日（火）

SAPジャパン株式会社
SAPシンプル・イノベーター ビジネスを変革するソリューション戦略
SAP社の事業戦略、SAP HANA、SAP Cloudなどについてお話いただきました。

3月24日（火）

シスコシステムズ合同会社 東京本社
CISCO事業戦略とワークスタイル変革
ネットワーク機器の範囲を越えたビジネス変革が世界中から注目されているCISCO社の事業戦略とワーク
スタイル変革への取り組みについてお話いただきました。

2月6日（金）

Internet of Things シリコンバレーとロボット２０１5年 4月 ２０１5年 8月

Industry 4.0は日本から
しか誕生できない?２０１5年 12月安い労働力へ置き換えるビジネス

モデル(オフショア)破綻ヘの解決策２０１5年 6月

IT Trend Update （会報誌）
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日本アイ・ビー・エム株式会社本社　箱崎事業所

Made with IBM Cloud Seminar
11月21日（金）

日本マイクロソフト株式会社本社　品川グランドセントラルタワー

Cloud First ! マイクロソフトのクラウド戦略
11月13日（木）

アマゾンデータサービスジャパン株式会社本社　目黒アルコタワー

攻めのクラウド「新規事業、ビッグデータ、スタートアップ」

AmazonとAWSの紹介、ビッグデータ再考、ビッグデータの利用事例、ビッグデータの先へ等について
ご講演いただきました。

マイクロソフトのクラウド戦略と事例についてご講演いただきました。

IBMのクラウド戦略、クラウド体感デモ、IBM+Appleパートナーシップ、IBM研究開発Watsonについて
ご講演いただきました。

10月21日（火）

アマゾンデータサービスジャパン株式会社本社　目黒アルコタワー

守りのクラウド「社内IT基盤のクラウド移行の勘所」
社内IT基盤のAWS移行メリット、AWSへの移行パターン、AWSのセキュリティ・コンプライアンスについて
ご講演いただきました。

9月24日（水）

グーグル株式会社　日本本社　六本木ヒルズ

Google Today & Future
9月5日（金）

アマゾンデータサービスジャパン株式会社本社　目黒アルコタワー

AWSクラウドの概要と最新動向
AWSの概要、日本企業が基幹システムにAWS使う理由、お客様事例、最新テクノロジー動向について
ご講演いただきました。

GoogleのめざすOne Google Enterprise、Googleを活用したワークスタイル変革の実際について
ご講演いただきました。

9月2日（火）

Eコマースの成長２０１４年10月

日本におけるスタートアップ２０１４年12月

IT Trend Update （会報誌）
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日 程：2018年2月28日（水）
14:0０～17:30（受付時間 13:30）

通信ネットワークの最新動向とNTT東日本の取組み

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

2018年は「セキュリティ＆ネットワーク」にテーマをフォーカスいたします。その第1弾として、NTT東日本にご登場
いただきます。当セミナーでは、経済のマクロ環境の変化と、各企業様の課題（ミクロ環境）の変化を踏まえて、
ネットワークに求められている役割をご紹介するとともに、 日本のネットワークを作ってきたNTT東日本の取組
の変遷と最新の技術動向をご紹介いたします。 また、ヨーロッパ地域を中心に各国で事業を展開されている
Coltテクノロジーサービス社にもご講演いただき、グローバルでのネットワークの取組みついても最新事例と
合わせてご紹介いただく予定です。皆様の情報システム計画に役立つ内容だと思いますので、奮ってご参加
ください。

会 場：NTT東日本 品川TWINS
 〒108-8019
 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINS 1F
  Tel：03-5359-3050
 ・品川駅改札より徒歩約10分

住 所：

 

14：00 ▶ 14：10
  　  

受付

開会のご挨拶

受付 　

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎

13：30 ▶ 14：00

17：25 ▶ 17：30

Session #1 通信ネットワークの変化と動向14：10 ▶ 15：10
情報通信総合研究所 ICT基盤研究部長・ICT創造研究部長 主席研究員 小野寺 元哉氏

Coltテクノロジーサービス株式会社 アジアプロダクトマネジメント本部 部長 佐々木 亮氏

  　  

Closing 質疑応答、アンケート記入

グローバルネットワークとオンデマンドサービス
 

Session #2 15：25 ▶ 16：05

 

NTT東日本の取組み
NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 プロダクトサービス部長 宮園 昌明氏

ショールーム見学では、クラウドサービスやセキュリティ対策など、先進的なICT活用ソリューションをご紹介いたします。

Session #3 16：05 ▶ 16：45

 

「ショールーム見学」Session #4 16：45 ▶ 17：25

※ご参加の場合には2018年2月23日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 15：10 ▶ 15：25 休　憩



　　　  

日 程：2018年3月27日（火）
14:0０～18:30（受付時間 13:30）

CISCO 次世代ネットワークとセキュリティ

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

本年のシスコシステムズセミナーではCISCO DNA（CISCO Digital Network Architecture）戦略の中核である
クラウド時代のITインフラのあり方とと最新のサイバーセキュリティ事情についてお話をいただく予定です。皆様
の情報システム計画のお役に立つ内容と思いますので、是非奮ってご参加ください。なお今回はセミナー終了後
にシスコシステムズ様のご厚意により懇親会も予定されています。

会 場：シスコシステムズ合同会社 東京本社
21階S/T会議室および27階TCEC

 〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 
 ミッドタウン・タワー シスコ受付：21階
  Tel：03-6434-6500

住 所：

 

14：05 ▶ 14：30

  　  

開会のご挨拶 　

　
シスコシステムズ合同会社 専務執行役員 パートナー事業統括 高橋 慎介氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎14：00 ▶ 14：05

受付 受付 　13：30 ▶ 14：00

Session #2

Session #1

CISCOの次世代ネットワーク戦略 ～ クラウド時代のITインフラのあり方 ～

CISCOの事業戦略

14：30 ▶ 15：25
シスコシステムズ合同会社 執行役員 エンタープライズ ネットワーキング事業担当 氏  　  

 
Session #3 進化するサイバーセキュリティ脅威の実態とその対策15：35 ▶ 16：30

シスコシステムズ合同会社 執行役員 セキュリティ事業担当 田井 祥雅氏   

 

 

オフィスツアーSession #4 16：30 ▶ 17：10

 

17：10 ▶ 17：20Closing Q&A、アンケート記入、閉会のご挨拶
 

懇親会懇親会 17：20 ▶ 18：30

※ご参加の場合には2018年3月20日（火）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 15：25 ▶ 15：35 休 憩

11

3月 CISCO 次世代ネットワークとセキュリティ
イグレック CIO Business TableC



4月 日立グループの事業戦略とソリューション
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日 程：2018年4月26日（木）
13:3０～17:00（受付時間 13:00）

日立グループの事業戦略とソリューション

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

本年の日立グループセミナーでは、日立の最先端ITを活用した働き方改革と、今後のIoT時代で必要になるセキュ
リティについてお話をいただく予定です。また、併設されているイノベーションスクエアというショールームで、日立
の取組みや、最先端技術をご紹介いただける予定です。皆様の情報システム計画のお役に立つ内容と思いますの
で、是非奮ってご参加ください。

会 場：日立 ハーモニアス・コンピテンス・センター

 〒108-0075   東京都港区港南2-16-1
 品川イーストワンタワー13階
住 所：

 

13：35 ▶ 14：20

  　  

開会のご挨拶 　

　
株式会社日立製作所 ソリューション開発営業部 部長代理 丸山 聡氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎13：30 ▶ 13：35

受付 受付 　13：00 ▶ 13：30

Session #2

Session #1

RPAを活用した業務効率向上のポイント

先端ITを活用した働き方改革の実現

14：20 ▶ 14：50
株式会社日立システムズ RPA・BPO推進プロジェクト プロジェクトリーダ 相野台 佳弘氏

  　  

 
Session #3 IoT時代のビジネス進化を支える日立のセキュリティ15：00 ▶ 15：50

株式会社日立製作所 セキュリティソリューション本部 本部長 九野 伸氏

式床低･型小「」能知工人型トーベィデ「」スビーサ革改務業/ygolonhceT IA ihcatiH「、はでアエクスンョシーベノイ
。すましたい介紹ごていつに」ンョシーュリソ用活利ターデ声音「」スビーサ理管備設・守保器機「」車送搬人無

   

 

 

イノベーションスクエア見学
Session #4 15：50 ▶ 16：50

 

16：50 ▶ 17：00Closing Q&A、アンケート記入、閉会のご挨拶
 

※ご参加の場合には2018年4月20日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 14：50 ▶ 15：00 休 憩



　　　  

日 程：2018年5月30日（水）
セミナー 14:0０～17:15（受付時間 13:30）
懇親会 17:15～18:30

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

本セミナーでは、代表的なERP SAP S/4HANAを中心とした、デジタル変革戦略とその独自性、また、導入や旧
バージョンからの移行について具体的なご紹介をいただく予定です。また、セミナー後半では代表取締役社長の
福田様より、現状そして今後のSAPの動向についてどのような展開をされるのかご講演いただきます。皆様の情
報システム計画に役立つ内容だと思いますので、奮ってご参加ください。

会 場：SAPジャパン㈱
半蔵門オフィス3階セミナールーム

 〒102-8022 東京都千代田区麹町1-6-4
　　　  SAPジャパンビル
住 所：

 

14：10 ▶ 14：55

  　  

開会のご挨拶 　

　
SAPジャパン ソリューション統括本部 デジタルインダストリー・ソリューション部長 松村 浩史氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎14：00 ▶ 14：10

受付 受付 　13：30 ▶ 14：00

Session #2

Session #1 SAP S/4HANAならではの価値 ～Mode 1/2戦略からひも解くS/4HANAの独自性～

14：55 ▶ 15：40
SAPジャパン ソリューションデリバリ本部 Solutions Incubation マネージャー 野上田 亮氏

  　  

 

Session #3
SAP Now & Future: SAPの今とこれから
～エンタープライズアプリケーションベンダーからイノベーションパートナーへ～16：10 ▶ 17：05
SAPジャパン 代表取締役社長 福田 譲氏   

懇親会 意見交換懇親会17：15 ▶ 18：30
   

 

 

 

17：05 ▶ 17：15Closing アンケート記入、閉会のご挨拶

※ご参加の場合には2018年5月25日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 15：40 ▶ 16：10 休憩 & SAPソリューション展示のご紹介

13

5月 SAPが考える“失敗しない”デジタル変革
イグレック CIO Business TableC



　　　  

日 程：2018年6月21日（木）
セミナー 14:0０～17:00（受付 13:30～）
ネットワーキング 17:00～18:00

Google Today & Future
～ ビジネスの未来を創る AI と、企業を守るセキュリティ～ 

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

CIO Business Table 4回目の登場で、昨年も大変好評だった Google のビジネス向けテクノロジーのアップデート
です。昨年度大変話題だったAIを、具体的にどのようにビジネスに活かすことができるのか、また、 テクノロジーで
企業を守るとはどういうことか、事例もふまえご講演いただきます。セッション後半では、パートナーの電算システム
社に昨今話題の Google Cloud Platform への取組みについてご講演いただきます。皆様の情報システム計画に
役立つ内容だと思いますので、奮ってご参加ください。

会 場： Google オフィス
 〒106-6126 
 東京都 港区 六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
住 所：

 

14：05 ▶ 14：45

  　  

開会のご挨拶 　

　
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 マシンラーニングスペシャリスト 大薮 勇輝氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎14：00 ▶ 14：05

受付 受付 　13：30 ▶ 14：00

Session #2

Session #1

How Google Protects ～ 企業を守るテクノロジー ～

Google の AI をビジネスに活かす方法

Google Cloud をあなたのビジネスで使うには 

14：45 ▶ 15：25
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 カスタマーエンジニア 技術部長 佐藤 聖規氏

  　  

 
Session #3 15：40 ▶ 16：20

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パートナー事業本部 パートナーマネージャー 大和 周平氏

   

懇親会 Google 社内カフェテリア17：00 ▶ 18：00
   

 

 

DSKの Google Cloud Platform への取り組み
 

Session #4 16：20 ▶ 16：35
株式会社電算システム クラウドインテグレーション事業部 クラウドソリューション部 部長 川本 智英氏

 

 

16：35 ▶ 17：00Closing アンケート記入、閉会のご挨拶

※ご参加の場合には2018年6月15日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 15：25 ▶ 15：40 休憩

6月 Google Today & Future
イグレック CIO Business Table C
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日 程：2018年7月31日（火）
セミナー 14:0０～16:50（受付時間 13:30）
懇親会 17:00～18:00

Dell TechnologiesとBoomiが提供するDXとクラウド戦略

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

Dell Technologiesは、Dell、Dell EMC、Pivotal、RSA、SecureWorks、Virtustream、VMwareの7つのブランドに
Boomiが加わることで、エンタープライズのお客様に対して、個々の力と全体の力を結集し、真のデジタルトランス
フォーメーションを提供する企業です。本セミナーでは、Dell Technologiesの日本における事業戦略をご説明し、
参加者の方々の今後のエンタープライズIT戦略の選択肢の一つとして、Dell Technologiesが有力であることを
ご説明いただきます。

務業がドウラクで内業企、にうよるれさ現表で」トスーァフ・ドウラク「、たま /IT基盤として第一の選択肢として利用
され始めたことにより、マルチクラウドやハイブリッドクラウド等、顧客にとって最も最適なソリューションを取捨選択
してシステムを構築することが可能になりました。Dell Technologiesのグループ企業であるBoomiが提供する
iPaaSにより企業が享受可能な具体的な内容を事例や実際のデモを用いてご説明いただきます。

会 場：Dell EMC ジャパン 東京本社

 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1
 新宿マインズタワー 20F
住 所：

 

14：05 ▶ 15：15

 　  

開会のご挨拶 　

　
デル株式会社 最高技術責任者 CTO 黒田 晴彦氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎14：00 ▶ 14：05

受付 受付 　13：30 ▶ 14：00

Session #1 Dell Technologiesが提供するDX
 　

 

 
Session #2 Dell Boomiが実現するマルチクラウド業務システム15：30 ▶ 16：40

Dell Boomi Japan カントリーマネージャー 鈴木 千尋氏  

 
懇親会 懇親会17：00 ▶ 18：00

  

 

 

 

 

16：40 ▶ 16：50Closing アンケート記入、閉会のご挨拶

※ご参加の場合には2018年7月27日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

Coffee break 15：15 ▶ 15：30 休憩
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7月 Dell TechnologiesとBoomiが提供するDXとクラウド戦略
イグレック CIO Business TableC



9月 SOFTBANK エンタープライズ向けソリューション
イグレック CIO Business Table C
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日 程：2018年9月20日（木）
セミナー 15:3０～17:35（受付時間 15:00）
懇親会 17:40～18:30

SOFTBANK エンタープライズ向けソリューション セミナー

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

CIO Business Table 9月は、様々な分野に手を広げ、常にダイナミックで革新的な活動を続けているソフトバンクの
登場です。昨年のソフトバンクセミナーではセキュリティルームツアーを見学し、最先端の取組みついてご紹介いた
だきましたが、本年のセミナーではソフトバンクの中核を担う技術部門でどのような働き方改革を行っているのかお
話いただきます。後半のセッションでは本年注力しているIoTに関する取組みをご紹介いただきます。皆様の情報シス
テム計画に役立つ内容だと思いますので、奮ってご参加ください。なお今回はセミナー会場の関係で、参加者が18名
と限られておりますので早めにお申し込みください。

会 場：ソフトバンク本社 地下2階CBC
 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-1住 所：
 18名 ※定員を超えた場合には懇親会参加希望者を
　　　　　　　 優先させていただく場合がございます。
定 員：

 

15：40 ▶ 16：35

 　  

開会のご挨拶 　

　
ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術管理本部 執行役員本部長 飯田 唯史氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 　  15：30 ▶ 15：35

ご挨拶 　ご挨拶 　ソフトバンク株式会社 法人統括 鉄道・公共事業推進室 執行役員室長 永田 稔雄氏 　15：35 ▶ 15：40

受付 受付 　15：00 ▶ 15：30

Session #1 技術部門の働き方改革

 　  

 
Session #2 ソフトバンクのIoT16：35 ▶ 17：30

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット技術統括 IoT事業推進本部 副本部長 松田 慎一氏
  

 
懇親会 懇親会 （25Fカフェ横スペース）17：40 ▶ 18：30

  

 

 

 

 

17：30 ▶ 17：35Closing アンケート記入、閉会のご挨拶

※ご参加の場合には2018年9月14日（金）までにお申し込みをお願いします。
※当セミナーは定員がございます（18名） 定員を超えた場合には懇親会参加希望者を優先させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。



　　　  

日 程：2018年10月16日（火）
セミナー 14:0０～17:00（受付時間 13:30）
懇親会 17:00～18:00

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

会 場：SCSK豊洲オフィス
（豊洲フロント１４F）

 〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20住 所：

CIO Business Table 10月は、SCSKの登場です。SCSKでは様々な先進技術を活用したビジネスソリューションを
展開されており、技術のビジネスへの取り込みや技術者の育成など、事例を交えてご紹介いただきます。１つ目の
セッションでは、最新のAIやAR（拡張現実）をいかに業務に適用すべきか、顧客接点の高度化や働き方改革に応用し
た事例を交えてご紹介いただきます。2つ目のセッションでは、近年バズワードのように使われる「デジタルトランス
フォーメーション（DX）」の本質と、このような変化に対応するために必要となる人材の育て方について、事例を含めてご
紹介いただく予定です。最後のセッションでは、製造業がIoTやAI活用することで製造現場の効率化につながるソリュー
ションをご紹介いただきます。皆様の情報システム計画に役立つ内容だと思いますので、奮ってご参加ください。

 

14：10 ▶ 15：10

開会のご挨拶 　

　
SCSK株式会社 上席執行役員 全社営業統括部門 戦略ソリューション営業統括本部長 兼 AI戦略室 副室長　古宮 浩行氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 　  14：00 ▶ 14：05

ご挨拶 　ご挨拶 　SCSK株式会社 執行役員  ITマネジメント事業部門 基盤インテグレーション事業本部 本部長　髙野 健氏 　14：05 ▶ 14：10

受付 受付 　13：30 ▶ 14：00

Session #1 顧客接点における先進AI導入事例  ～夢ある未来を、AIと共に創る～

 　

 

 
Session #3 予兆をとらえる！AI(機械学習)で変わる製造業16：10 ▶ 16：40

SCSK株式会社 プラットフォームソリューション事業部門 製造エンジニアリング事業本部 副本部長　網野 広孝氏 

 

Session #2 迫りくるDXの波とこの時代に必要とされる自律型技術者の育成15：10 ▶ 15：50
SCSK株式会社 執行役員 R&Dセンター センター長 兼 ＡＩ戦略室 室長　山野 晃氏 

懇親会 懇親会 （カフェリシオ）17：00 ▶ 18：00

  

 

 

 

 

16：40 ▶ 17：00Closing アンケート記入、閉会のご挨拶、懇親会場へ移動

休憩15：50 ▶ 16：10Coffee break

※ご参加の場合には2018年10月12日（金）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。
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10月 SCSKがお客様と共に創る“先進技術を活用した夢ある未来”
イグレック CIO Business TableC



11月 CIO Business Table 2018年 情報交換会
イグレック CIO Business Table C
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第二部 名刺交換会（参加費5,000円）

参加お申込み

　　　  

日 程：2018年11月7日（水）
受付 13：00～13：30
講演・情報交換会 13：30～17：30
名刺交換会（懇親会） 17：30～19：00

CIO Business Table 2018年 情報交換会
～デジタルトランスフォーメーションに向けて～

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

Session #2
デジタルトランスフォーメーション
～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～14：25 ▶ 15：25

株式会社ＴＫＣ 執行役員 電子申告義務化プロジェクト推進室長　富永 倫教氏

開会のご挨拶 第一部 開会のご挨拶　イグレック株式会社 理事　八剱 洋一郎

経済産業省 大臣官房審議官（商務情報政策局担当） 成田 達治氏 

13：30 ▶ 13：40

Session #1 電子申告義務化に関する最新情報13：40 ▶ 14：25

Coffee Break 15：25 ▶ 15：40 休憩

Session#3

17：20 ▶ 17：30Closing 質疑応答、アンケート記入

紹介＆ディスカッション「デジタルトランスフォーメーションへの取組み」
15：40▶ 17：20 参加メンバーにおいてDXへの取組み、レガシーシステムへの対応、旧来型ビジネスからの脱却などの

現状についてご紹介頂ければ幸いです。（3分～5分）

名刺交換会 立食パーティー形式の懇親会17：30 ▶ 19：00

※第一部の参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。 ※第二部の参加費は有料ですが当日受付にて、「名刺交換会」という名目の領収書を発行致します。
※IT関連企業のメンバーの皆様も参加申込が可能ですが、申込人数が多い場合には今回のプログラムの主旨からCIOあるいは、情報システム部門マネージャーの
　方を優先させていただきますのでご了承ください。　※第二部の名刺交換会・懇親会にはCIO Business Table協賛企業のメンバーの方もご参加頂く予定です。
※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

※第一部の参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。 ※第二部の参加費は有料ですが当日受付にて、「名刺交換会」という名目の領収書を発行致します。
※IT関連企業のメンバーの皆様も参加申込が可能ですが、申込人数が多い場合には今回のプログラムの主旨からCIOあるいは、情報システム部門マネージャーの
　方を優先させていただきますのでご了承ください。　※第二部の名刺交換会・懇親会にはCIO Business Table協賛企業のメンバーの方もご参加頂く予定です。
※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。

今回は昨年10月に続き、CIO Business Table 4回目となるメンバー相互の情報交換会開催のご案内です。
メインテーマとしてデジタル変革の驚異とも言える「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を取り上げます。昨今Uverや
Amazonを始めとするIT系の企業が他業種へ参入し、その業界へ大きな変革をもたらしています。こういった変化へは経済産業
省のDX研究会からも報告書が発信されていて、壁となる２０25年に向けて課題整理やその対応策の検討を行い、準備を進めるべ
きとの報告が出ています。参加メンバー全員からは各社におけるデジタルトランスフォーメーションへの取組みに関して公開いた
だける範囲で簡単なご紹介をいただきます。このデジタル変革の流れは様々な分野に影響していますが、その一部として国
税納付の電子化「電子申告義務化」に関するご講演をTKC社よりご講演いただきます。情報交換会をより有意義なものにする
ために参加者のお名前、会社名、役職名のリストを配布させていただく予定ですので予めご了承ください。

※裏面もご参照ください。

参加ご希望の方は11月2日（金）迄に下記宛先までお申込みください。

会 場：ホテル椿山荘東京バンケット棟5F「こもれび」
（名刺交換会・懇親会  「琴」）
〒112-8680 東京都文京区関口2-10-8
03-3943-1111（代表）

参加費：5,000円（名刺交換会費）
※会場にて領収書をお渡し致します。

第一部 講演・情報交換会

※会場の都合により人数が限定（約20名）されておりますのでお早めにお申込みください。 　

①第一部・第二部とも参加、 ②第一部のみ参加　をご指定の上、こちらにお送りください。　info@igreque.com

※セミナーの内容については予告なく変更することがございます。
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11月 IBM Technology & Solution Day
イグレック CIO Business TableC

　　　  

日 程：2018年11月27日（火）
セミナー 14:3０～17:30（受付時間 14:00）
懇親会 17:45～18:45

IBM Technology & Solution Day
～最新Technologyで経営をリードするために～

主催：イグレック株式会社
http://www.igreque.com/

会 場：日本アイ・ビー・エム株式会社 本社
（箱崎事業所）

 〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町１９－２１住 所：

11月のCIO Business Tableセミナーは4年ぶりに日本アイ・ビー・エムの登場です。
今回は通常のIBMセミナーでは見られないような豪華な講演者が揃いました。IBMのソリューション戦略、最新テク
ノロジーを活用した業界向けソリューション、そしてまだ製品になっていない先進テクノロジーへの取組みをご紹介
いただきます。先進テクノロジーでは最近話題の量子コンピュータ、ナノテクノロジー、米粒大の世界最小コンピュー
タ等をご紹介いただく予定です。皆様の情報システム計画に役立つ内容だと思いますので奮ってご参加ください。ま
たセミナー終了後に最上階の特別食堂にて簡単な懇親会を開催しますので、セミナー参加と合わせて懇親会参加の
お申込みをお願いいたします。

 

14：40 ▶ 15：25

開会のご挨拶 　

　
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役専務執行役員 IBMクラウド事業本部長　三澤 智光氏

開会のご挨拶　イグレック株式会社 　  14：30 ▶ 14：40

受付 受付 　14：00 ▶ 14：30

Session #1 IBM Cloud & Watson の戦略と最新動向

 　

 

 
Session #3 IBM の先進 Technology への取り組み16：40 ▶ 17：30

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 最高技術責任者　久世 和資氏 

 

Session #2 IBM の AI, IoT, Blockchain を活用したインダストリー・ソリューション15：25 ▶ 16：10
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 事業開発担当　松永 達也氏 

懇親会 懇親会 （25F 特別食堂）17：45 ▶ 18：45

  

 

 

 

 

17：30 ▶ 17：45Closing アンケート記入、閉会のご挨拶、懇親会場へ移動

休憩 & Think Lab Demo16：10 ▶ 16：40Coffee break

※ご参加の場合には2018年11月22日（木）までにお申し込みをお願いします。

※参加費は無料ですが、メンバー登録が必要です。

お申し込みはこちらまで ： info@igreque.com

※セミナーの内容・講演者については予告なく変更することがございます。
個人情報の取扱に関して ： http://www.igreque.com/?p=24 ※当日受付にてお名刺を頂戴しています。予めご了承ください。
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E イグレック CIO Business Table について

1） メンバー限定のセミナーへご招待いたします。 
 2019年度は10回程度の開催を予定しています。 
 セミナーにご本人が参加されない場合は代理の方の受講が可能です。
2） セミナー開催後、講演資料(公開可能なもの)がPDFファイル形式でダウンロード可能です。

3） メンバー同士の情報交換会にも参加可能です。（年1回予定）

4） 海外のIT事情に関する情報を別途お届けいたします。(3ヶ月に一度程度の予定)
5） 国内外のIT会社に関する情報調査を特別会員価格にてお引き受けいたします。

メンバーシップ費用：年間50,000円（消費税別途）
有効期限：1年間（2019年4月から2020年3月まで）
※セミナーへはご登録メンバーもしくはその代理の方がご参加頂けます。
※2019年2月および3月開催予定のセミナーにもご参加頂けます。
※2020年4月以降の延長に関しましては別途ご案内を差し上げます。
※ユーザー企業主体のプログラムですが、IT企業で参加ご希望の場合には別途ご相談ください。

イグレック株式会社
www.igreque.com

〒110-0005　東京都台東区上野3丁目28-5
TEL:03-3836-3015  FAX:03-6369-3079
Mail:info@igreque.com

お申込・お問合せ先

特典

メンバーシップ費用について

セミナーへの参加

開催にあたり、登録されたメールアドレス宛てにセミナー内容についての詳細情報をお送りいたします
ので、ご興味のあるセミナーにお申込みください。会場によっては参加人数に制限があるため、満員と
なる可能性もございます。また、弊社の判断にてメンバー外の方をご案内することがございます。
特定セミナーに複数名参加を希望される場合には別途お問い合わせください。

目　的：CIOの方々への情報提供および討議の場の提供
対　象：大企業を中心としたCIOあるいは情報システム部門の責任者の方々、
　　　　または、情報産業およびその技術の進展にご興味をお持ちの上級管理職の皆様
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　イグレック株式会社について

　イグレック株式会社は総合コンサルタント業務、グローバル進出支援、グローバル人材研修・IT情報提供・DMマーケティング
等のサービス提供および、それにともなうアドバイス等を主として行っております。また、”日本のよいものを世界へ、世界のよい
ものを日本へ -Japan to the World, World to Japan”という思想の元、 国際的なビジネスマッチングおよびグローバル進出支
援”jtW EXPO“も行っております。

　当社はIBMに２１年在籍し、日本、米国本社、アジアパシフィック本社にて要職を歴任してきた八剱洋一郎が、その後のウィルコ
ム代表取締役社長、SAPジャパン代表取締役社長などの経験も踏まえ、2011年末に設立いたしました。

　当社の社名はフランス語のアルファベット「Y」の発音からきておりますが、今後の日本企業にますます重要になってくると思わ
れる「規律」「事業間における整合性の確立」「海外展開」「国際化」などに関連する英語、I=Integrity および G=Globalization から
作った造語でもあります。

　I+G+Requisite=IGREQUE 世界でも稀な日本の本来の強さをもっと海外に発信することを目的としております。

CIO Business Table ご紹介資料 2019年度版　
発行：イグレック株式会社 代表取締役 八剱 永之進
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