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<<中国情報通信懇談会／会員情報>> 

ＩＣＴビジネスフォーラム２０１６in 松山（四国）のご案内 

平素より一般社団法人テレコムサービス協会の活動にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。 

  さて、当協会では、平成28 年11 月18 日に我が国の政策からビジネスの最前線に至るＩＣＴの最新動向

をご紹介する「ＩＣＴビジネスフォーラム in 松山（四国）」を開催いたします。 

総務省、Twitter Japan㈱及び、㈱スタディストによる講演と，サービス・製品の展示会を開催します。 

なお、講演会終了後、総務省、四国総合通信局、地元自治体の幹部、講師を交えての交流会も行いますので、

ＩＣＴ関連事業者等、多くの関係者のご参加をお待ちしております。 

記 

１ 開催日時平成28 年11 月18 日（金）13 時30 分～19 時30 分（13時開場） 

・講演会 15 時00 分～17 時30 分（参加費無料） 

・サービス・製品の展示会13 時30 分～17 時30 分（参加費無料） 

・交流会 18 時00 分～19 時30 分（参加費2,000 円） 

２ 会場 

・講演会／展示会  子規記念博物館4 階講堂／講堂前ラウンジ 

http://sikihaku.lesp.co.jp/ 
住所：愛媛県松山市道後公園1-30 

・交流会 道後プリンスホテル6 階ダイニング六界 

http://www.dogoprince.co.jp 
住所：愛媛県松山市道後姫塚100（※子規記念博物館から徒歩5 分シャトルバスにて送迎あり） 

３ 主催 一般社団法人テレコムサービス協会 

４ 後援 総務省四国総合通信局 

５ 協賛 

㈱アイムービック、㈱イオタオーエーシステム、㈱インテック愛媛事業所、㈱ウイン、㈱愛媛CATV、 

㈱愛媛新聞社、キャリア・サポート㈱、高知流通情報サービス、㈱JA-LP ガス情報センター、中讃ケー

ブルビジョン㈱、㈲ナインレイヤーズ、虹ネット㈱、㈱パルソフトウェアサービス、㈱マジカルサイト、

㈱ユイ・システム工房 

６ 参加方法 

  以下のURL（テレコムサービス協会）から申込ください。 

http://www.telesa.or.jp/seminar/ict-business-forum-2016 
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先着順により、定員：２００名になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込ください。 

７ プログラム ※予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

(1) 講演会（15：00～17：30 子規記念博物館4階講堂） 

講演１「最近の電気通信政策について」 

総務省総合通信基盤局データ通信課 課長 三田一博 氏 

講演２「企業の皆様！Twitter 利用してTwitter と連携して何が嬉しいの？」 

Twitter Japan 株式会社 代表取締役 笹本裕 氏 

講演３「ICT ビジネスモデル発見＆発表会2015 中小企業振興賞（中小企業長官賞）受賞作品 

～クラウド型マニュアル作成・共有ツールTeachme Biz～」 

株式会社スタディスト 執行役員CMO 豆田裕亮 氏 

 (2) サービス・製品展示（13：30～17：30 子規記念博物館4 階ラウンジ） 

① 【株式会社アイ･オー・データ機器】「5つのセンサーで暮らしを見守る IoT ネットワークカメラ」 

・大切な家族の見守りを外出先で。 

② 【株式会社アイムービック】「コールウェルは「生活状況確認」サービス」 

・忙しい貴方に代わって離れて暮らす親御様の生活状況を電話で確認し音声で共有致します。 

③ 【愛媛CATV 株式会社】（出展予定） 

④ 【シャープ株式会社】「ロボホン（RoBoHoN）」 

・音声対話が可能で、カメラ・プロジェクターを搭載し、撮影・投影もできる世界初のモバイル型ロ

ボット電話 

⑤ 【ソフトバンク株式会社】「ペッパー（Pepper for Biz）」 

・接客、受付は勿論のこと、様々な環境で採用が進んでいるPepper 法人モデル。業種別アプリの組

み合わせにより、簡単に自社独自のカスタマイズができます。 

⑥ 【日本電気株式会社】「顔認証システム導入セット」 

・顔認証技術を入退室管理や防犯対策に。施設管理のコスト削減・セキュリティ強化を実現します。 

⑦ 【株式会社日立システムズ】 

ⅰ)「ドローン運用統合管理サービス」 

・全国のサービス拠点から、ご要望の地域でフライト 

・ドローンの利用計画～データ加工（３Ｄ化）～データ保管、まで、ワンストップで提供。 

・３Ｄ化した画像を元にした、劣化診断機能の提供 

ⅱ）「サービス・製品名：Windows タブレット専用端末化サービス」 

・セキュリティ強化につながる「Windows 10 IoT Enterprise」とランチャーにより、あらゆるビ

ジネスシーンでタブレットを安全に利用する環境を提供します。 

⑧ 【富士通株式会社】「モノと情報をつなげるＬＥＤ照明ソリューション『FlowSign Light』」 

・スマートフォン利用者がモノを撮影するだけで、モノに紐づいた情報を利用者へ提供できるソリュ

ーションです。 

※13：30～ 4 階講堂において、展示各社によるプレゼンテーション。 

(3) 交流会（18:00～19：30 道後プリンスホテル（徒歩5 分）） 

＜問い合わせ先＞ 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-10-2 ﾌﾛｰﾗﾋﾞﾙ 8F 

一般社団法人テレコムサービス協会事務局（石戸谷、三浦） 

電話０３－５６４４－７５００   e-mail jimukyoku@telesa.or.jp  
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「最近の電気通信政策について」
　総務省 総合通信基盤局 データ通信課長　三田 一博 氏

「企業の皆様！
 Twitter 利用してTwitter と連携して何が嬉しいの？」
　Twitter Japan 株式会社　代表取締役　笹本 裕 氏

●講　演

●交流会

「クラウド型マニュアル作成・共有ツールTechmeBiz」
　株式会社スタディスト 執行役員 CMO  豆田 裕亮 氏

ＩＣＴビジネスモデル発見＆発表会２０１５  中小企業振興賞（中小企業長官賞）受賞作品

●サービス・製品展示（展示内容は裏面表記）

　株式会社アイ･オー･データ機器　 株式会社アイムービック
   株式会社愛媛CATV 　シャープ株式会社 　ソフトバンク株式会社
　日本電気株式会社 　株式会社日立システムズ 　富士通株式会社

講演会/展示会　松山市立子規記念博物館 ４階講堂/講堂前ラウンジ
　　　　　　　　（愛媛県松山市道後公園１－３０） 
交流会　　　　　道後プリンスホテル ６階ダイニング六界
　　　　　　　　　　　　 （愛媛県松山市道後姫塚１００・子規記念博物館から徒歩5分 シャトルバスにて送迎あり） 

講演会/展示会：無料
交流会：テレコムサービス協会会員 無料　　非会員：２,０００円 /人

１１月１８日（金）１３：３０～１９：３０
・サービス・製品の展示会　１３：３０～１７：３０　
・講演会　　　　　　　　　１５：００～１７：３５　
・交流会　　　　　　　　　１８：００～１９：３０

※展示各社のプレゼンテーションあり

主催：   一般社団法人テレコムサービス協会
後援：  総務省 四国総合通信局 
協賛： ㈱アイムービック　㈱イオタオーエーシステム　㈱インテック愛媛事業所　㈱ウイン　㈱愛媛CATV　㈱愛媛新聞社
　　　キャリア・サポート㈱　高知流通情報サービス　㈱ JA-LPガス情報センター　中讃ケーブルビジョン㈱
　　　㈲ナインレイヤーズ　虹ネット㈱　㈱パルソフトウェアサービス　㈱マジカルサイト　㈱ ユイ・システム工房

日　時

場　所

参加費

★参加お申し込み方法は裏面へ

ＩＣＴビジネスフォーラム
２０１６ｉｎ 松山（四国）
ＩＣＴビジネスフォーラム
２０１６ｉｎ 松山（四国）

（１３:００開場）



上記のＵＲＬからお申し込みください。先着順により、
定員（約２００人）になり次第、締め切らせていただきます

ＩＣＴビジネスフォーラム２０１６ ｉｎ 松山（四国）

15:00～15:05　開会挨拶
　　　　　　　　（一社）テレコムサービス協会 会長　是枝 伸彦 （株式会社ミロク情報サービス　代表取締役会長）
15:05～15:10　来賓挨拶
　　　　　　 　　 総務省 四国総合通信局 局長 佐藤 裁也 氏

15:10～15:50　講演１「最近の電気通信政策について」
　　　　　　 　　 総務省 総合通信基盤局 データ通信課長 三田 一博 氏

15:50～16:05　休  憩

16:05～17:15　講演２「企業の皆様！Twitter利用してTwitterと連携して何が嬉しいの？」 
　　　　　　 　　 Twitter Japan 株式会社　代表取締役 笹本 裕 氏

17:15～17:30　講演３ＩＣＴビジネスモデル発見＆発表会2015 中小企業振興賞（中小企業長官賞）受賞作品
　　　　　　 　　 「クラウド型マニュアル作成・共有ツールTechmeBiz」　株式会社スタディスト 執行役員 CMO  豆田 裕亮 氏

17:30～17:35　閉会挨拶
　　　　　　 　　 （一社）テレコムサービス協会　四国支部会長　宮内 隆 （株式会社愛媛CATV 代表取締役社長）

交流会　18:00～19:30 　道後プリンスホテル

サービス・製品の展示会　13:30～17:30 　松山市立子規記念博物館４階講堂前ラウンジ
※13：30より４階講堂において、展示する各社がプレゼンテーション（5~10分程度）を実施いたします

講演会　15:00～17:35 　松山市立子規記念博物館４階講堂 ※予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

【お問い合わせ先】

【スケジュール】

一般社団法人
テレコムサービス協会事務局
 （石戸谷・三浦）

☎０３－５６４４－７５００
　 jimukyoku@telesa.or.jp

http://www.telesa.or.jp/seminar/
ict-business-forum-2016

富士通株式会社

5つのセンサーで暮らしを見守るIoTネットワークカメラ：外出先から大切な家族の
見守りが可能に。
生活状況確認サービス「コールウェル」：忙しい貴方に代わって離れて暮らす親御様の
生活状況を電話で確認し音声共有。

調整中

ロボホン（RoBoHoN）：音声対話の他にもカメラ、プロジェクターを搭載し、撮影、投影も
できる世界初のモバイル型ロボット電話。

モノと情報をつなげるＬＥＤ照明ソリューション「FlowSign Light」：スマートフォン
利用者がモノを撮影するだけで、モノに紐づいた情報を利用者へ提供できるソリューション

ペッパー（Pepper for Biz）：接客、受付は勿論のこと、様々な環境で採用が進んでいる
Pepper法人モデル。業種別アプリの組み合わせにより、簡単に自社独自のカスタマイズ！
顔認証システム導入セット：顔認証技術を入退室管理や防犯対策に。施設管理のコスト
削減・セキュリティ強化を実現。
ドローン運用統合管理サービス：ドローンの利用計画～データ加工（３Ｄ化）～データ
保管まで、ワンストップで。３Ｄ化した画像を元にした、劣化診断機能の提供。
Windowsタブレット専用端末化サービス：セキュリティ強化につながる「Windows10
 IoT Enterprise」とランチャーであらゆるビジネスシーンで安全に利用する環境を提供。

株式会社アイ･オー・データ機器

株式会社アイムービック

愛媛CATV株式会社（予定）

シャープ株式会社

ソフトバンク株式会社

日本電気株式会社

株式会社日立システムズ

【お申込先】

テレコムサービス協会では2016年１１月１８日に愛媛県松山市にて我が国の政策からビジネスの最前線に至るＩＣＴの最
新動向をご紹介するＩＣＴビジネスフォーラム in 松山（四国）を開催いたします。ＩＣＴビジネスをテーマとした講演のほか、
サービス・製品の展示会、交流会を行いますので、ＩＣＴ関連事業者等、多くの関係者のご参加をお待ちしております。




