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イグレック CIO Business Table について
当プログラムは、
CIO、
CDO、
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
より開講しております。
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、
続いて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の事例等についてカバーしてきました。
ICT分野は変革が
激しい業界ですが、その変革を起こしてきた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。また、
コロナの影響で昨年まではオンライン開催を中心としておりましたが、
今年からは適
宜現地開催を復活させる予定にしております。
当冊子では 2021年以前の実績紹介、
2022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、
電算システム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。
最近ではいくつかの省庁に関係する仕事もさせていただいております。
「2025年の崖」
が一躍有名になったデジタル
トランスフォーメーション
（DX)レポートは2018年の経済産業省主催
「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究
会」
からのものですが、
そのメンバーも拝命し、
参加させていただきました。
そして2020年は、
引き続き同省主催の
「デジ
タルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」
の委員も拝命しており、
DXの具体的な推進方法についての議論
などに参画させていただいております。日本は欧米に比べてIT人材がユーザー企業に少ないことが明らかになっていま
す。
DXの推進はもちろんですが、
自社内でのAIの活用方法の検討、
IoTを利用した現場の効率化、
自動化等ユーザー企
業が自ら考え、
推進する領域は増えるばかりです。
デジタルトランスフォーメーションを進めるにはユーザー企業側に情報戦略やデジタル化についての確固としたビ
ジョンが必要であり、
そのビジョンに向かって数あるITベンダーの特徴あるソリューション、
サービス群を駆使していく
必要があります。
そして、
事業部別に異なったプロセスをある程度標準化する必要も出てくるでしょう。
情報システム部
門が経営者の意向に沿い、
経営者と一体となり、
機動的に動いていくことが必須です。
イグレック株式会社ではCIO向けのメンバー制勉強会を2014年より開始しております。
訪問開催の場合には、
各ITベ
ンダーの現状を半日かけてじっくり学ぶことに加え、
2019年からはユーザー企業のご訪問も開始いたしました。
日本航
空さま、資生堂さまなどにご協力いただいております。今年は全日空さまなどにご登場いただく予定にしております。
同封させていただいた冊子には昨年のセミナー内容およびメンバー宛に発行してきました IT Trend Update という
ペイパーを再掲いたしました。
また本年の予定も掲載させていただいております。
今まで当プログラムにご参加の方からは、
ITベンダーの現状を一社ずつ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、
貴社からもCIO、
CDO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、
貴社におけるDXの方向性や先進的ITの利用方法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。
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2022 年度 及び 過去のフォーカス

2022 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 実 践 編

DX実践にあたってはアプリケーションシステムを一括して発注するといった形態からマイクロ
サービスを多用する形態への変更を検討する必要があります。
そのためには、ユーザー企業とITベンダーが試行錯誤しながら協力してシステムを作り上げる発展的
アジャイル手法など、新たなアプローチが必要とされてきます。２０２２年はこうしたDX実践に有効
なアプローチについて一緒に考えていきたいと思います。
鍵となるのはユーザー企業が主体となり、経営層を巻き込んだDX実現への強い意志と決断です。
昨年１年間は新型コロナウイルスの感染拡大により実地でのセミナー開催が難しいかったため、
CIO Business Table はオンラインセミナー形式で運営いたしました。2022年は可能な限り対面
実施の方向にて調整しております。詳しくは本年の実施予定ページご参照ください。
開催予定 企業（今後 追 加される可能性がございます）：
ソフトバンク株式会社
株式会社マネーフォワード
ジーニーラボ株式会社
全日本空輸株式会社
日本マイクロソフト株式会社
株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社TKC
エイチアールワン株式会社
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
株式会社ラック
グーグル合同会社

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。
「激変するマーケットに対応するIT戦略とは」をテーマとしました。
2020年は、

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

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
デジタルトランスフォーメーション&セキュリティ先進事例 紹介 2018 年 11月〜
日本アイ・ビー・エム株式会社、
日立グループ、
東日本電信電話株式会社、
SAPジャパン株式会社
日本航空株式会社、
株式会社アシックス、
株式会社資生堂、
デル株式会社、
ソフトバンク株式会社

BI 関連・テクノロジー紹介
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2020 年 5 月〜

イグレック CIO Business Table

2022 年 セミナー開催予定

B

ソフトバンク株式会社

2月9日

開催予定

「SoftBankの竹芝新オフィス見学と、
新たな取組みの紹介（仮題）」
新オフィス移転後、
初のオフィス見学と最新の取組みをご紹介。
オンサイトでの実施を予定しています。
先進企業紹介

2月下旬

開催予定

「最近話題のSASEとは何か？ 米国先進企業紹介（仮題）」
ネットワークにおけるセキュリティの新たな考え方としてSASEというものが海外にてスタンダートになりつつあります。
今回はその分野の先進企業の方々をご紹介する予定です。WEBセミナーを予定しています。
株式会社マネーフォワード

3月9日

開催予定

「マネーフォワードの事業戦略と今後の展開（仮題）」
クラウドでの会計ソフトでシェアの高い同社より新たなサービスや今後の展開についてご紹介いただく予定です。
オンサイトでの実施を予定しています。
ジーニーラボ株式会社

３月〜４月頃
開催予定

「大手企業とサプライヤをつなぐ、
革新的な間接材購買プラットフォーム（仮題）」
国内に存在しない革新的な間接材購買取引のプラットフォーム
「ジーニー２．
0」についてご紹介いただくとともに
今後の展開についてご紹介いただく予定です。
オンサイトでの実施を予定しています。
全日本空輸株式会社

４月

開催予定

「情報交換会：ANAのDXへの取組みと、
取締役へ向けたIT教育について（仮題）」
2022年のDX先進事例としてANA社にご登場いただきます。今までのDXへの取組みや取締役の方へのITレクチャー
など、
実際にどのように実施されたのかご講演いただく予定です。
オンサイトでの実施を予定しています。
日本マイクロソフト株式会社

5月

開催予定

「マイクロソフトの事業戦略と今後の展開（仮題）」
Office365に限らず、今後のマイクロソフトの進展について様々な角度からご講演いただく予定です。
株式会社ワークスアプリケーションズ

6月

開催予定

「ワークスアプリケーションズの事業戦略と今後の展開（仮題）」
昨年、
分社化したWHI社にご登壇いただきましたが、
今年は母体であったワークスアプリケーションズ社にご登場
いただく予定です。
株式会社TKC

時期調整中

「インボイス制度について（仮題）」
内容未定
エイチアールワン株式会社

時期調整中

「人事部門の役割変化、
中長期的課題とBPOの活用（仮題）」
内容未定
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

時期調整中

「AWSの事業戦略と今後の展開（仮題）」
内容未定
株式会社ラック

時期調整中

「ラックの事業戦略と今後の展開（仮題）」
内容未定
グーグル合同会社

時期調整中

「Googleの事業戦略と今後の展開（仮題）」
内容未定

DX先進事例紹介

時期調整中

「DX先進企業様ご紹介（仮題）」
内容未定
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2021年 セミナー開催予定
株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング

2月19日

「BTCによるDX推進のためのより具体的かつ実際的なソリューションの提案」
DXの新規ビジネス創出やサービス展開のためのシステム構築を、コンサルティング、テクノロジーの活用をご紹介いただきました。
また、新規ビジネスと既存業務のシームレスな連携・自動化/効率化をRPAやAI-OCR導入により推進します。
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 Looker、
株式会社電算システム

3月12日

「次世代型BIツールLookerとは？導入から活用までご紹介」
Lookerの概要紹介を、両社協力して導入から活用までのプロセスをデモンストレーションも含んでご紹介いただきました。
Wovn Technologies株式会社

4月9日

「ニューノーマルの国際化戦略〜」
多言語翻訳アプリケーションや、
国内に置ける多言語化の重要性をご紹介いただきました。

CIO Business Table情報交換会

4月27日

「DX ReadyにするためのIT人材の確保について」
欧米と比べて日本ではユーザー企業側にIT人材が不足しており、
ユーザー側が積極的に動いて人材募集をかけ、
結果として外部からのどのように人材を獲得するかを中心にディスカッションを行いました。
日立グループ 株式会社日立製作所 株式会社日立システムズ

5月25日

「DX推進を支えるITインフラの最新動向」
ローカル5G、
その技術背景と今後の展開や、
DXに不可欠なITインフラをどのように構築するかご紹介いただきました。
全日本空輸株式会社

6月4日

CIO Business Table ユーザー編「ANAが進めるDXとは」
2019年にDXグランプリを授与された同社よりその推進の責任者の方をお招きして同社のDXについてご説明いただきました。
株式会社Works Human Intelligence

6月14日

「Works Human Intelligenceのクラウド、エコシステム戦略」
新体制となり、
良いものを適宜組み合わせる
「ベスト・オブ・ブリード」型へと変革も遂げています。
「COMPANY」
について、
クラウド戦略、
エコシステム戦略等についてご紹介いただきました。
株式会社ＴＫＣ

7月13日

「法人の税金分野における政府のデジタル動向」
昨年は電子納付の義務化についてご説明いただきましたが、今回はその後の進捗や今後の方向性等について、
規制改革推進会議による
「規制改革推進に関する答申」
に触れながら解説いただきました。

Okta Japan株式会社

9月3日

「DXの基盤であるデジタルアイデンティティの確立を目指すOkta社のご紹介」
同社の展開するIDマネジメントは、
社内におけるID管理と、ECサイト等で発生する顧客IDのマネジメントをカバーし、
厳密なログインを要求すると顧客満足が下がってしまう問題点などに触れながら解説いただきました。
株式会社電算システム

10月26日

「電算システムの推進するDX事業について」
2021年７月より岐阜に本社を置くIT老舗企業である電算システム社でDX事業本部が発足しました。今回は同社が展開
しようとしているDX関連サービスのうち、
経済産業省やIPAと関連する部分についてフォーカスして解説いただきました。
アルフレッサ株式会社、
株式会社ナビタイムジャパン

11月17日

「医薬品卸最大手アルフレッサグループがナビタイムと進めるDX実例」
今回はDX先進事例のご紹介で、
アルフレッサ社とNAVITIME社にて共同開発を行った配送システム
「SAIOS」
の
開発の経緯と、
実際のデモンストレーションを交えながらディスカッションを行いました。

IT Trend Update（会報誌）
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２０21 年 2 月

日本のDXをどう実現させるのか

２０21 年 5 月

製造業に見る日本の強さ

２０21 年 7 月

医療に見る日本の強さ

２０21 年 11 月

SASEとは何か？

〜ユーザーの意識改革とITベンダーの変化〜

〜医療の今後と日本の強み〜

〜電気自動車の与える影響について〜
〜ゼロトラスト、セキュリティバイデザインとは？〜
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2020 年 セミナー開催実績
株式会社ワークスアプリケーションズ、
株式会社電算システム

5月1日
（金）

「第1回CIO Business Tableオンライン」
コロナ禍におけるリモートワークの状況や、
セキュリティ対策についてご紹介いただきました。
株式会社電算システム

5月29日
（金）

「Chromebookのビジネスユースの実態について」
リモートワーク環境下におけるChromebook活用事例と、Windows環境との併用についてご紹介いただきました。
メディアサイト株式会社

7月13日
（月）

「多様化するビデオ会議システム」
1対多 でのウェビナースタイルのソリューションや、コロナ禍における各社対応事例についてご紹介いただきました。
株式会社ビズリーチ

8月21日
（金）

「変化の時代における採用手法の変化

〜IT人材採用とダイレクトリクルーティング〜」

変化する時代における採用事情の変化や、
今後の採用部門の在り方についてご紹介いただきました。
株式会社TKC

9月10日
（木）

「コロナ禍における業績が2020年9月期の申告業務の電子化に与える影響」
2020年9月より義務化となった電子申告における注意点・実情や、中間申告における落とし穴などご紹介いただきました。
日本リミニストリート株式会社

9月23日
（水）

「ソフトウェア第三者保守の誕生：ERP編」
ユーザーDX先進事例第三段として、
PC市場以外への進出を加速しているパナソニック社が、DXへどのように取組ま
れているかをご紹介いただく予定です。
日本リミニストリート株式会社

10月7日
（水）

「Relational Databaseにおける最近の動き さまざまな選択肢の登場」
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。
ソートスポット合同会社

10月27日
（火）

「クラウド時代の最新データ分析プラットフォーム〜攻めのITによるDX推進〜」
竹芝地区への本社移転に伴い今後取組まれていく領域や、
その後の展望についてご紹介いただく予定です。
ドーモ株式会社

11月6日
（金）

「データドリブン経営の企業が活用しているクラウド型BI」
7月のパナソニック様に続き、ユーザー先進事例の第四弾を開催予定です。
情報交換会 メディアサイト株式会社

11月26日
（木）

「CIO Business Table 2020年 情報交換会」
経済産業省 中野様より
「コロナにより変化したビジネス戦略」
を取り上げ、不確実性をテーマに日本の製造業の在り方について、
についてフリーディスカッションを行いました。
ご講演いただき、その後サブテーマとして「激変するマーケットに対応するIT戦略」

臨時情報交換会

12月24日
（木）

「臨時情報交換会 Google クラウドビジネスの戦略変更について」
企業向けのグーグルクラウドビジネスの中核になってきたG-Suiteのプラン変更等について事例を踏まえた現状の理解と、
ユーザー各社のディスカッションをメインに開催いたしました。

IT Trend Update（会報誌）
２０20 年 1 月

量子コンピュータと日本

２０20 年 9 月

日本のIT人材は枯渇しているのか

２０20 年 5 月

電力の変革とサプライチェーン
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イグレック CIO Business Table

2019 年 セミナー開催実績
NTT東日本（東日本電信電話株式会社）

2月21日
（木）

「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きました。
株式会社ソラコム

3月19日
（火）

「ソラコムが考える、今取り組むべきIoTとは」
IoT活用の最新トレンド、IoTシステム導入における課題と解決方法についてご紹介いただきました。
アマゾンウェブサービスジャパン株式会社

4月16日
（火）

「AmazonのCultureとそのInnovationを支えるAWSクラウド」
Amazonグループ全体の企業カルチャーやAWSの設計思想、そしてイノベーションの事例をご紹介いただきました。
日本航空株式会社

5月9日
（木）

「DX先進事例① 〜JAL s Innovation〜 」
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した。
日立グループ

6月27日(木)

「日立グループのデジタル・トランスフォーメーションへの取組み」
デジタル・トランスフォーメーションへの取組みやデジタライゼーションに関してご紹介いただきました。
デル株式会社

7月25日
（木）

「Dell Technologies World」
クラウドやオンプレミスの環境が共存していく中で、
どのようにDXを実現することができるのかご紹介いただきました。

SAP Leonardo Experience Center

9月25日
（水）

「SAPは日本経済の中心 大手町 で、
何を始めようとしているのか?」
デジタル変革の考え方やSAP取り組みなどを中心にご紹介いただきました。
ソフトバンク株式会社、
合弁会社MONET Technologies

10月24日
（木）

「ソフトバンクグループが取り組む デジタルトランスフォーメーション」
ソフトバンク社のDXへの取組みと、
MONET社を中心としたMaaS事業への取り組みついてご紹介いただきました。
アシックス スポーツ工学研究所

10月30日
（水）

「アシックスのスポーツ工学研究と、ITへの取組み」
アシックス社のスポーツ工学研究所へお伺いし、
様々な取組みやITの活用方法などについてご紹介いただきました。
株式会社資生堂

11月11日
（月）

「DX先進事例② 資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)」
DX先進事例ご紹介の第二弾で、資生堂様にご登場いただき、DXへの取組みや、ITを活用した企業事例変革など、
実際にどのようにご展開されているのか、
グローバル企業ならではの事例を交えてご紹介いただきました。
情報交換会 ホテル椿山荘

11月28日
（木）

「CIO Business Table 2019年 情報交換会 ~DXと健康経営~」
昨年に引き続き、
デジタルトランスフォーメーションについて、取り上げました。

IT Trend Update（会報誌）
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２０１9 年 1 月

日本人のIT若手人材は世界に
置き去りにされているのか？

２０１9 年 7 月

５G技術が暗示する将来

２０１9 年 4 月

２０１9 年 11 月

行政府のシステム化について

AIをどのように活用すべきか。

具体的な活用へのステップは？

B

イグレック CIO Business Table

2018 年 セミナー開催実績
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

2月28日
（水）

「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。
シスコシステムズ合同会社

3月27日
（火）

「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。
日立グループ

4月26日
（木）

「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。

SAPジャパン株式会社

5月30日
（水）

「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。
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

6月21日
（木）

「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。
デル株式会社、
Dell Boomi Japan

7月31日
（火）

「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。
ソフトバンク株式会社

9月20日
（木）

「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。

SCSK株式会社

10月16日
（火）

「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。
経済産業省、
TKC株式会社

11月7日
（水）

「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。
日本アイ・ビー・エム株式会社

12月27日
（木）

「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。

IT Trend Update（会報誌）
２０１8 年 2 月

電気自動車と自動運転

２０１8 年 7 月

海外の動きから

２０１8 年 12 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 5 月
２０１8 年 10 月

マイクロサービスは本物か？

AIは仕事を減らすのか？
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イグレック CIO Business Table

2017 年 セミナー開催実績

2 月 20 日（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。
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

3 月 14 日（火）

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。
シスコシステムズ合同会社

4 月 18 日（火）

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。
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 セミナールーム

5 月 11 日（木）

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。
SCSK豊洲オフィス (豊洲フロント14階 )

6 月 13 日（火）

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。
フジテック株式会社 大阪ビッグフィット

6 月 28 日（水）

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。
NECイノベーションワールド 品川ショールーム

7 月 12 日（水）

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。

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

7 月 26 日（水）

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。
ソフトバンク株式会社

9 月 7 日（木）

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。
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

10 月 24 日（火）

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。
日本マイクロソフト株式会社 本社

11 月 30 日（木）

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。

IT Trend Update（会報誌）
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２０１7 年 3 月

AIは二方向へ

２０１7 年 6 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 9 月
２０１7 年 12 月

トーキョー・オタク・モード

AI Update

日本に出番は残されているのか?

B

イグレック CIO Business Table

2016 年 セミナー開催実績

インテル株式会社 つくば本社

2 月 17 日（水）

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。
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

3 月 8 日（火）

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。
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

4 月 13 日（水）

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。
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

5 月 25 日（水）

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。
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 )

7 月 4 日（月）

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。
日立製作所 神奈川事業所

7 月 20 日（水）

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。
ソフトバンク株式会社 本社

9 月 7 日（水）

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。
株式会社 NTTドコモ

10 月 13 日（木）

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。
赤坂溜池タワー13 階

11 月 22 日（火）

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。

IT Trend Update（会報誌）
２０１6 年 2 月

通信業界の現状と日本の優位性

２０１6 年 5 月

FIN-TECH

２０１6 年 8 月
２０１6 年 12 月

サイバーセキュリティ戦略
シンギュラリティー

(Singularity)
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イグレック CIO Business Table

2015 年 セミナー開催実績
シスコシステムズ合同会社 東京本社

2 月 6 日（金）

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。

SAPジャパン株式会社

3 月 24 日（火）

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。
株式会社ワークスアプリケーションズ 赤坂溜池タワー

4 月 14 日（火）

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。

ANAインターコンチネンタルホテル

5 月 27 日（水）

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。
日本オラクル株式会社 青山本社

6 月 24 日（水）

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。
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

7 月 23 日（木）

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。

グーグル株式会社 六本木オフィス

9 月 11 日（金）

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。

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

10 月 27 日（火）

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。
シスコシステムズ合同会社 東京本社

11 月 27 日（金）

「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。
富士ソフトアキバプラザ

12 月 1 日（火）

「New Solution from US」 ロボット&人工知能

12 月 1 日（火）

「IoTセミナー#2」

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。
富士ソフトアキバプラザ

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。

IT Trend Update（会報誌）
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２０１5 年 4 月

Internet of Things

２０１5 年 6 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 8 月

シリコンバレーとロボット

２０１5 年 12 月

Industry 4.0は日本から
しか誕生できない?

イグレック CIO Business Table

2014 年 セミナー開催実績

B

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

9 月 2 日（火）

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。

グーグル株式会社 日本本社

9 月 5 日（金）

六本木ヒルズ

Google Today & Future

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。

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

9 月 24 日（水）

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。

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

10 月 21 日（火）

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。
日本マイクロソフト株式会社本社

11 月 13 日（木）

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

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。

日本アイ・ビー・エム株式会社本社

11 月 21 日（金）

箱崎事業所

Made with IBM Cloud Seminar

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。

IT Trend Update（会報誌）
２０１４年 10 月

Eコマースの成長

２０１４年 12 月

日本におけるスタートアップ
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イグレック CIO Business Table について
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

D

特典
1） メンバー限定のセミナーへご招待いたします。
2022年度は10回程度の開催を予定しています。

状況によりオンラインセミナーでの開催となり、回数が増える場合がございます。
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について
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（2022年4月から2023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。
※2022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。

※2023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。

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。

お申込・お問合せ先
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
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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。
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