走り続けて８年。これからのITをともに考える―

日時

2014 年 4 月 23 日（水）13:30～19:30

会場

秋葉原UDX Gallary

※13:00受付開始

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXギャラリー 南ウィング 4F
（URL: http://www.udx.jp/gallery/access.html）

定員

180名 ※定員次第申込終了

主催

トライポッドワークス株式会社

会費

無料

特別企画
IT系メディアの編集長たちが語る、ITトレンドの今とこれから

16:30～18:10

IT系メディア編集責任者が一堂に集結！！ 今回はこんな珍しいことが起きます。
弊社佐々木をモデレーターに、常日頃一番の聞き役つまり一番情報が集まっているメディアの方々に、今回は立場を変えてパネリストと
して大いに語って頂きます。
▶パネリスト（五十音順）
アイティメディア株式会社 ビジネス＆テクノロジー統括部 統括部長 石森将文 氏
アイティメディア株式会社 ねとらぼ編集部 編集記者 太田智美 氏
朝日インタラクティブ株式会社 CNET Japan 編集長 別井貴志 氏
EnterpriseZine / DBオンライン チーフ・キュレーター 谷川耕一 氏
株式会社BCN 週刊BCN 編集長 木村剛士 氏
▶モデレーター
トライポッドワークス株式会社 代表取締役社長 佐々木賢一

事前登録 ▶ h t t p s : / / t r i p o d w o r k s . c o . j p / t c d 2 0 1 4
詳細はウラ面をご覧ください。
スマートヘルスケア、スマートアグリ、次世代自動車を支えるトライポッドの
最新ソリューション！
ートライポッドワークス株式会社 代表取締役常務 菊池務
ートライポッドワークス株式会社 先端技術開発部 部長 渋谷義博

ソリューション
セッション

繋げられるオンラインストレージのはなし
13:30～15:30

ートライポッドワークス株式会社 ソリューション開発本部 マネージャー 我妻隆志
―株式会社インタームーブ 代表取締役 神谷元教 氏

Change Working ― 10の数字が語るワークスタイルの変革
ー株式会社内田洋行 オフィス事業本部 オフィスエンジニアリング事業部
ICTシステム営業部 ソリューション営業課 課長 橋本雅司氏

休憩
起業家９年生として思うこと。
ートライポッドワークス株式会社 代表取締役社長 佐々木賢一

IT系メディアの編集長たちが語る、ITトレンドの今とこれから

ビジネスセッション

15:30～18:10

ーアイティメディア株式会社 ビジネス＆テクノロジー統括部 統括部長 石森将文 氏
―アイティメディア株式会社 ねとらぼ編集部 編集記者 太田智美 氏
―朝日インタラクティブ株式会社 CNET Japan 編集長 別井貴志 氏
―EnterpriseZine / DBオンライン チーフ・キュレーター 谷川耕一 氏
―株式会社BCN 週刊BCN 編集長 木村剛士 氏

懇親会

18:30～19:30

懇親会

メディア協賛

申込用紙

FAX：022-227-5685
Tripod Communication Day 事務局行き

WEB：https://tripodworks.co.jp/tcd2014
貴社名
お名前

部署

役職

Email

参加セッション

カナ

□テクニカルセッション
カナ

□ビジネスセッション
□懇親会

カナ

※ご参加いただくセッションが異なる場合は、個別に申込用紙をご記入ください。

注目のプログラム
繋げられるオンラインストレージのはなし

14:00～14:40

オンラインストレージと業務システムの融合―これは、ネットを前提とした業務システ
ムを支えるこれからのITインフラのトレンドの一つです。
今回はGIGAPODとSalesforceとの連携を始めとする実例を交えながら、連携の手法
（GIGAPOD APIの利用方法）からその効果まで実践的な内容をお伝えします。
業務パッケージや既存システム、スマートデバイス向けアプリとの連携など、企業向け
オンラインストレージ「GIGAPOD」による新たなインパクトの可能性を探る内容は必
聴です！
トライポッドワークス株式会社
株式会社インタームーブ
ソリューション開発本部 マネージャ 我妻隆志
代表取締役 神谷元教 氏

セッション

時間

受付
ソリューション
セッション

ビジネスセッション

所要時間

Change Working ―
10の数字が語るワークスタイルの変革
内田洋行が取り組むICTを活用したワークスタイルの変革―

ビジネス環境が大きく変化する中で競争に勝ち残るためには、より生産性が高く いきいきとし
た組織の実現が急務であり、そのために、コミュニケーションの活性 化、情報や知識の共有、
会議の生産性の向上、ICTの高度活用といった「働き方」の 変革に注目が集まっています。
お客様への真の価値提供のために自社オフィスで実践する、「働き方」の変革をご紹介します。

株式会社内田洋行 オフィス事業本部 オフィスエンジニアリング事業部
ICTシステム営業部 ソリューション営業課 課長 橋本雅司氏

内容

13:00～

30分

受付開始

13:30～14:00

30分

スマートヘルスケア、スマートアグリ、次世代自動車を支えるトライポッドの
最新ソリューション！
ートライポッドワークス株式会社 代表取締役常務 菊池務
ートライポッドワークス株式会社 先端技術開発部 部長 渋谷義博

14:00～14:40

40分

14:40～15:20

40分

15:20～15:30

10分

休憩

15:30～16:20

50分

起業家９年生として思うこと。

16:30～18:10

1時間40分

繋げられるオンラインストレージのはなし
ートライポッドワークス株式会社 ソリューション開発本部 マネージャー 我妻隆志
―株式会社インタームーブ 代表取締役 神谷元教 氏

Change Working ― 10の数字が語るワークスタイルの変革
ー株式会社内田洋行 オフィス事業本部 オフィスエンジニアリング事業部
ICTシステム営業部 ソリューション営業課 課長 橋本雅司氏

ートライポッドワークス株式会社 代表取締役社長 佐々木賢一

IT系メディアの編集長たちが語る、ITトレンドの今とこれから
ーアイティメディア株式会社 ビジネス＆テクノロジー統括部 統括部長 石森将文 氏
―アイティメディア株式会社 ねとらぼ編集部 編集記者 太田智美 氏
―朝日インタラクティブ株式会社 CNET Japan 編集長 別井貴志 氏
―EnterpriseZine / DBオンライン チーフ・キュレーター 谷川耕一 氏
―株式会社BCN 週刊BCN 編集長 木村剛士 氏

懇親会

14:40～15:20

18:30～19:30

1時間

懇親会

お問合せ先：トライポッドワークス株式会社 Tripod Communication Day 事務局
Phone: 022-227-5680 Fax: 022-227-5685

曽根（そね）

