
IoT in Action とは
IoTは、企業や個人が機会と収益の両方を促進する可能性を認識するにつれて、スピードを上げています。IoT
に関連する市場は、2021年までに5,200億ドルに達すると予想されております。
マイクロソフトは IoT への注力を強化しており、 IoT に対して 50 億ドルもの投資を行うことを発表しました。
この投資により、顧客のビジネス価値の向上と、皆様の収益性の改善および最終収益の増大が推進されます。
このイベントでは、マイクロソフトの投資およびパートナー エコシステムを、皆様のビジネスでの新しい IoT による成
長機会を促進するために、どのように活用すればよいかをご紹介いたします。

最新情報・参加申込はこちら

https://aka.ms/iia_tokyo

日時 20120年2月6日(木) 
10:00-18:00 [9:30 受付開始]

会場 東京コンファレンスセンター・有明
参加費 無料 (事前申込制)

IoT in Action Tokyo
A world built with the intelligent edge

インテリジェントなエッジで構築された世界

東京コンファレンスセンター・有明
東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー3F・4F

電車でのアクセス
ゆりかもめ 有明駅、東京ビッグサイト駅より徒歩4分
りんかい線 国際展示場駅より徒歩5分

講演 / セッション

IoTビジネスを成功させるためのイノベーショ
ン、ビジネスモデル、パートナーシップや、マ
イクロソフトが持つクラウドとエッジのテクノ
ロジー、IoTセキュリティ、複合現実(MR)、
AI についてご紹介いたします。

展示会場

マイクロソフトのパートナーやIoTビジネス共
創ラボのメンバーによる様々なIoTソリュー
ションのデモや展示を行います。

マッチメイキング

イベント会場にいるパートナーや来場者と
ミーティングを行うことができます。お探しの
ソリューションを見つけたり、IoTソリューショ
ンの構築から販売に至るまでの過程で必
要なパートナーシップを得ることが出来ます。
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お申込み URL https://aka.ms/iia_tokyo

※本イベントの内容は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

10:00-10:30
基調講演

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 IoTデバイス本部長
菖蒲谷雄

ゲストスピーカーは近日公開

IoTを加速し、収益性を高める最適な方法とは何でしょうか？
IoTで成功するには、イノベーション、ビジネスモデル、およびパー
トナーシップが必要不可欠です。 このセッションでは、マイクロソ
フトがパートナーとエッジからクラウドまでのリピータブルなIoTソ
リューションを展開できるようにする方法をご紹介いたします。

10:30-11:15
ビジネス変革の実現

マイクロソフトコーポレーション
IoTゼネラルマネージャー
Andrew Smith

ゲストスピーカーは近日公開

クラウドとデバイス(エッジ）間で簡単にインテリジェンスを創り出
すことができるのがIoTの理想の形です。このセッションではイン
テリジェントクラウドとインテリジェントエッジを活用する4つのデジ
タル変換のについてご紹介いたします。

11:15-12:00
拡張性と横展開可能なソリューションを創り出
すインテリジェントエッジの構築

スピーカーは近日公開 このセッションでは、プロセスを深く掘り下げ、どのようにしてパー
トナーへ適用させるのかをご説明します。Azure上のリピータブル
なIoTソリューション開発がどのように成功したかをご紹介いたし
ます。

12:00-13:15 昼食

13:15-14:00
IoTの可能性を引き出す最新テクノロジー

日本マイクロソフト株式会社
IoTデバイス本部 Azure Sphere スペシャリスト
市村哲弥

世界中のより多くの企業がマイクロソフトのをIoT活用し、また
次世代のエンタープライズなIoTソリューションを作り出し、企業
の収益成長を生み出す方法についてご紹介いたします。

14:00-14:30
魅力的なイノベーションのためのIoTセキュリティ
開発

マイクロソフトコーポレーション
Azure Sphereプリンシパルリードプログラムマ
ネージャー
Danielle Damasius

このセッションでは現在および将来的なセキュリティリスクを軽
減する方法を習得できます。 セキュリティリスクを軽減する最
適な方法に焦点を当ててご紹介いたします。

14:30-15:00
パートナー企業様によるIoT活用事例

ゲストスピーカーは近日公開 スケーラブルでリピータブルなIoTソリューションを展開するパート
ナーシップ様の事例をご紹介いたします。

15:10-15:45 休憩

15:45-16:15
複合現実、AI、ドローン、ロボティックステクノロ
ジーで進化するIoT 

マイクロソフトコーポレーション
ビジネスディヴェロップメントディレクター
Jun Yamasaki

ゲストスピーカーは近日公開

IoTソリューションのデジタル変革における接続、監視、保守、
および予知保全のAIを使用して、業務やデバイスにインテリジェ
ンスを追加し、従業員の生産性を向上させています。 マイクロ
ソフトは加速するプラットフォーム、あらかじめパッケージ化された
ML、ツール、およびプラクティスを提供します。

16:15-16:45
市場投入とCo-sellを加速させるマイクロソフト
リソースとプログラム

スピーカーは近日公開 マイクロソフトは、IoTビジョンの加速に役立つツールキットを開
発しました。 このセッションでは、マイクロソフトと連携してこれら
のプログラムとリソースをアクティブにし、次のIoTプロジェクトを迅
速に加速させる方法をご説明します。

16:45-18:00
パートナーと顧客のマッチメイキング＆スポンサー
パートナーソリューションショーケース

イベントへのご登録時に、マッチメイキングへの参加をYESにしま
すと、マッチメイキングツールへのリンクが送られます。このツール
を活用して、パートナー 企業やお客様とミーティングを行うことで、
お探しのソリューションを見つけたり、新しいIoTソリューション構
築または販売のためのパートナーシップの機会 を提供します。
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