
パートナーとして、成果をともに。
「技術力」「現場力」「スピード力」 お客様との強い信頼で結ばれた

日本ユニシスグループの総合力を体感。

検索BITS2012

6月7日（木）～6月8日（金）
ANAインターコンチネンタルホテル東京

主催：日本ユニシスグループ　共催：ユニシス研究会 http: // bits.unisys.co.jp /2012 /
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プロミネンスⅢ

グローリー
オーロラ

プリズム

プロミネンスⅡ プロミネンスⅠ

展示コーナー
（ギャラクシー）

参加費無料 事前登録制
※講師、講演内容は都合により変更させていただく場合がございます。
※基調講演・特別講演および日本ユニシスグループ各社社員以外による講演の内容は各講師個人
　または所属組織の見解であり、日本ユニシスグループ各社の見解を示すものではありません。
※記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

お申込みおよび最新情報はこちら
検索BITS2012http: // bits.unisys.co.jp /2012 /

▶東京メトロ 銀座線「溜池山王駅」

▶東京メトロ 南北線「溜池山王駅」

▶東京メトロ 南北線「六本木一丁目駅」

▶東京メトロ 日比谷線「神谷町駅」      

13番出口より徒歩1分

13番出口より徒歩1分

3番出口より徒歩2分

4番B出口より徒歩10分

ANAインターコンチネンタルホテル東京
東京都港区赤坂1-12-33　電話:03-3505-1111

会場へのアクセス

展示コーナー Business Showcase

会場案内図

ICT最適化とは、お客様の戦略にとって最適なICT環境をご提案し、課題

解決に結び付けること。

例えばオンプレミスやクラウドなどICT環境の選択肢が増えていく

中、お客様の経営戦略に最もふさわしいICT環境と業務ソリューショ

ンを選んで組み合わせ（“目利き”）、最適な状態に移行し（“引越し”）、

お客様の戦略やICT環境の変化に合わせて最適な状態を維持（“お守り”・

“再引越し”）してまいります。 

BITS2012では、技術力、現場力、スピード力が支えるトータルソリュー

ションとして、ICTのライフサイクル全般に渡る最適化サービスや業務ソ

リューション、そしてテクノロジーを、セッション（講演）や展示コーナー

においてご紹介致します。

「ICT最適化」ゾーン

ユニシス研究会紹介コーナー

BITS2012のメインテーマは「パートナーとして、成果をともに。」長年

培った実績や経験をもとに、さまざまな業界や業種・業務におけるパー

トナーとともに創り上げていく新たなるビジネス。お客様と共同で事業

を行う、またお客様の事業を引き受けるなど、新たなるお客様への付加

価値の提供事例をご覧いただけます。

「ビジネス共創」ゾーン

少子高齢化、企業の海外進出、事業継続対策などの変化に対応していく

ICT社会基盤と、先端・最新のICTトレンドへの適用技術をご紹介する

「ソーシャル＆トレンド」。ビッグデータ、SNS、スマートモバイル、充電イ

ンフラ、地域医療、政府の実証実験事業への参画など、日本ユニシスグ

ループの創意工夫と付加価値、ならびに取組み姿勢や活用事例につい

て、ご説明させていただきます。

「ソーシャル＆トレンド」ゾーン

6月7日（木） 12：30～18：00 /6月8日（金） 10：00～17：30

ユニシス研究会は、日本ユニシス
グループのユーザー会です。

こちらのコーナーでは研究会の活動内容全般を実際の活動報告を交え、分かり易

くご説明致します。現在入会キャンペーンで初年度年会費無料、e-Learningクラウ

ドの無料提供などを予定しております。ぜひ、この機会にご入会をご検討ください。

BITS2012では、セッション（講演）の3つのテーマに合わせ展示コー

ナーのゾーンを分け、各種ICTサービスをご紹介しています。皆さまのご

来場をお待ち申し上げております。なお、展示コーナー内にて、ミニセッ

ションが予定されておりますので、こちらもぜひご覧ください。

※展示コーナーのみのお申込み、ご参加も承っております。
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G-1

ご挨拶

「迷走する世界経済と日本」
基調講演

日本ユニシス株式会社
代表取締役社長  
黒川 茂

東京大学大学院経済学研究科 教授
総合研究開発機構（NIRA） 理事長

伊藤 元重氏

参加費無料
事前登録制

※講師、講演内容は都合により変更させていただく場合がございます。
※基調講演・特別講演および日本ユニシスグループ各社社員以外による講演の内容は各講師個人
　または所属組織の見解であり、日本ユニシスグループ各社の見解を示すものではありません。
※記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

【プロフィール】

東京大学大学院経済学研究科 教授／総合研究開発機構（NIRA）理事長／経済産業省 産業構造

審議会 新産業構造部会 部会長／財務省 関税・外国為替等審議会 会長／公正取引委員会 独占

禁止懇話会 会長

G-2

「環境激変下の経済展望と経営課題」
特別講演

 

千葉商科大学 学長
慶應義塾大学 名誉教授

島田 晴雄氏

【プロフィール】

1943年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院修了後、米国ウィスコンシン大学で博士号取得。慶

應義塾大学名誉教授。労働経済学が専門だが、経済政策、国際経営、国際関係論など幅広い分野

で活躍している。小泉政権下では内閣府特命顧問として政策支援に携わり、政府税制調査会委員

や対日投資会議専門部会部会長など歴任し、政府の政策形成にも深くかかわってきた。国内外に

幅広い人脈とネットワークを持ち、学術研究の傍ら様々な分野でも活発な言論活動を行い、バラ

ンスのとれた見識と率直な発言を展開している。

ICT最適化トラック

ビジネス共創トラック

ソ－シャル＆トレンドトラック

ユニシス研究会トラック

セッションテーマ

お申込みおよび最新情報はこちら

BITS2012
http: // bits.unisys.co.jp /2012 /

DAY1 6月7日（木）（受付開始12：30）

DAY2 6月8日（金）（受付開始9：00）
13：30 ー14：50

13：30 ー15：20

日本ユニシス株式会社
常務執行役員　向井 丞

ICT最適化への取組み

A-1

日本ユニシス株式会社
代表取締役専務執行役員 平岡 昭良

ビジネス共創への取組み

B-1 ビジネス共創トラック

日本ユニシス株式会社
U-Cloud事業部 副事業部長　林 尊

総合マーケティング部　井手ノ上 淳

ICT最適化を
成功へ導くポイントとは
現状調査から具体的な実装方法を

選択するために必要なこと

A-5 ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
社会基盤事業推進部
部長　八田 泰秀

社会基盤サービスへの取組み

C-1 ソ－シャル＆トレンドトラック

日本ユニシス株式会社
執行役員 U-Cloud事業部
事業部長　吉岡 哲郎

経営戦略に活きる
クラウドの真価

A-2 ICT最適化トラック

ユニアデックス株式会社

執行役員 マネジメントサービス事業本部

副本部長　庭山 宣幸

急拡大するICTコストを
賢くコントロール
“ヨーダ”がシンボルの新たなコンセプトで実現！

A-3 ICT最適化トラック

エス・アンド・アイ株式会社
先進技術推進部 部長　伊藤 英啓

「仮想化」の先にある、
新たなITインフラの姿
IBMソリューションの導入事例と
最新プラットフォーム
（マルチベンダー対応によるICT最適化への取組み）

A-4 ICT最適化トラック

パネラー：金融・流通業界などの
情報システム部門責任者

モデレータ：日本ユニシス株式会社
金融事業部門 副部門長　葛谷 幸司

［パネルディスカッション］
大規模基幹系システム移行の勘所
現場力で支える、移行成功の鍵と
課題克服について

A-7 ICT最適化トラック

ユニシス研究会『年次総会』
活動最優秀賞の「エッカート賞」の表彰と

年間活動計画のご案内

※ユニシス研究会の会員企業向けの
　年次総会です。

U-1 ユニシス研究会トラック

日本ユニシス株式会社
U-Cloud事業部 営業技術支援部

 森 駿

日本ユニシスのクラウドサービスは、
なぜ採用されたのか

A-6 ICT最適化トラック

日本電子計算株式会社　鈴木 一弘氏 　
中田 小映子氏

回帰テストにおける
テストカバレッジ向上への
アプローチ

U-3 ユニシス研究会トラック

東京計器株式会社　佐藤 拓廣氏
株式会社DNP情報システム   森 健造氏　

［関東1グループ］
クラウド利用の
システム構築のあり方
ハイブリッドクラウドによる
クラウド適用範囲の拡大について

U-4 ユニシス研究会トラック

積水ハウス株式会社　水口 和則氏
サンスター株式会社   西村 泰宏氏

［関西3グループ］
BtoCビジネスにおける
顧客戦略について
女子力でグン活UP
その実証実験の行方は？

U-5 ユニシス研究会トラック

まだ間に合う
スマートモバイル フル活用
業務現場におけるスマートフォン／
タブレット実践に必要なこと

A-8 ICT最適化トラック

株式会社良品計画
WEB事業部長　奥谷 孝司氏

日本ユニシス株式会社 総合マーケティング部

ユニアデックス株式会社 戦略マーケティング部

ネットとリアルの融合を目指す
「無印良品」の先進の取組み
「お客様と時間共有する」
CRM＆ソーシャルメディア戦略

A-9 ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
公共サービス事業部 次世代ビジネス部

部長　竹田 幸博

モデレータ：ユニアデックス株式会社
エヴァンジェリスト　高橋 優亮

スマートな社会を拓く
充電インフラ（SmartOasis）、CO2小口

排出権、BEMSアグリゲータへの取組み

C-2 ソ－シャル＆トレンドトラック

東北インフォメーション・システムズ株式会社
柿崎 千尋氏

非常災害時のシステム保守に
対する準備と検討
東日本大震災の教訓を次へ活かすために

U-6 ユニシス研究会トラック

［中部3グループ］
ワークライフスタイル変革による
ワークライフバランスの推進

U-7 ユニシス研究会トラック

株式会社DNP情報システム　滝口 太氏
フコク情報システム株式会社   竹澤 寛行氏

［関東7グル－プ］
ソフトウェアの品質および運用
マネジメントの品質管理の
標準化を定着させる
要件定義の品質を向上させる

U-8 ユニシス研究会トラック

株式会社ネットマークス

技術第一本部 東日本技術統括部

VDI/VXIプロモーション部 部長　阿野 弘喜

コミュニケーション機能を統合した
VDIソリューション
あなたがいる場所をオフィスに変える
仮想ワークスペースとは

A-10 ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
官公庁事業部 営業推進部

部長　臼木 裕明

クラウド型防災情報サービス
SAVEaid
一歩先の災害対策のために、
一歩先の情報対策を！

A-11 ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
総合マーケティング部

インフラビジネス企画室　大野 益久

ソーシャルネットワーク
　　　　　　 ×グローバル展開 
Facebookワールドマーケティングと
その可能性

C-3 ソ－シャル＆トレンドトラック

住友電装株式会社　駒田 和也氏
吉冨 剛氏　 

"IS Innovation-12V"
システム開発のプロセス改革活動

（品質保証・超上流工程等の強化）

U-9 ユニシス研究会トラック

ほくでん情報テクノロジー株式会社
柴田 伊久磨氏
麻生  瞳氏　　 

［北海道グル－プ］
ウェブアクセサビリティ
啓蒙活動への取組み
伝えることに価値がある伝わることに幸がある

U-10 ユニシス研究会トラック

トナミ運輸株式会社　横山 徳彦氏
株式会社ソフトバンク金沢　町 健太郎氏

［北陸グループ］
SNSでひろがる地域の絆!
目指せJリーグ、ツエーゲン金沢
がんばっぞ ! わが「まち」のサッカーチーム

U-11 ユニシス研究会トラック

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社

代表取締役社長　鈴木 努

変革を成功させるITプランニング
プロジェクト・ファシリテーションを
活用した計画作り

A-13 ICT最適化トラック

[パネルディスカッション］
ティーガイアと日本ユニシスの
共創ビジネス
一枚のカードが引き起こす新しいマーケティング

B-2 ビジネス共創トラック

日本ユニシス株式会社
公共サービス事業部 戦略ロジスティックス部 

部長　新堀 聡

広がるSaaS型
センサーネットワーク基盤サービス
MtoMに広がる最新事例（テレマティクス
踏切監視　ゲリラ豪雨監視　災害監視etc）

C-4 ソ－シャル＆トレンドトラック

株式会社ワークスアプリケーションズ
最高顧問　八剱 洋一郎氏

日本ユニシス株式会社 製造工業事業部
営業二部 部長　早川 泰司

グローバル経営を支える
戦略的人事アプローチ
クラウドを活用した新たな業務モデルの確立

［パネルディスカッション］
BCP あなたはそれを信じられますか？！
Amazon Web Services、OpenStreetMap、TechStyle他の
名物スピーカが壇上で激論！

A-14 ICT最適化トラック

A-12

ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
総合マーケティング部

サービスビジネス企画室
澤上 多恵子（物流技術管理士）

Sustainable Supply Chain
ソーシャル・ロジスティクス＝社会全体での
最適化を目指して

A-15 ICT最適化トラック

ユニアデックス株式会社
マーケティング本部

グローバルビジネス部　井上 友二

グローバルIT構築・
運用サービス事例紹介
事例から学ぶ、IT統制の実現と
運用コスト削減の課題と解決策

A-16 ICT最適化トラック

日本ユニシス株式会社
公共サービス事業部 中部公共サービス部
中部サービスプロジェクト　大島 俊輔

中部電力様事例：
基幹業務のアプリケーション仮想化
シンクライアントで

「いつでも、どこでも、どんなデバイスでも」

A-17 ICT最適化トラック

ビジネス創出人材育成と取組み事例のご紹介
クラウドタクシー配車システム展開への挑戦

B-3 ビジネス共創トラック

日本ユニシス株式会社
アドバンスド技術部

情報統合ソリューション室　西田 良映

グローバル展開に向けた
情報共有基盤の構築
Microsoft SharePoint Serverの

特性を活かしたシステム構築とは

C-5 ソ－シャル＆トレンドトラック

日本ユニシス株式会社
金融第三事業部 金融ソリューション推進部

　稲葉 啓輔

戦略的金融システムを実現する3つのC
お客様（Customer+Channel)、
クラウド（Cloud=ICT）、
コモディティ（Commodity）

A-18 ICT最適化トラック

株式会社トーホービジネスサービス 情報システム部 

IT企画グループ グループ長　河野 洋一郎氏
日本ユニシス株式会社 流通第一事業部

コンサルタントP シニアコンサルタント　野口 秀胤

流通次世代ソリューション CoreCenter 
なぜトーホーストアは
CoreCenter for Retailを選択したのか？　

A-19 ICT最適化トラック

Unisys Corporation
Technology,  Consulting and Integration Solutions

Vice President and Chief Technology Officer
James W. Thompson

ClearPath Forward!
未来に向かうユニシス・メインフレーム
メインフレームの堅牢性を提供する
新マルチOSプラットフォーム

A-20 ICT最適化トラック

ユニシス研究会トラックU-2

ユニシス研究会　情報交換会
情報交換会は、会員の皆様同士が企業の枠組みを超え幅広く情報交流できる場です。全国から大勢のご参加をお待ちしております。

※ユニシス研究会の会員企業向けの情報交換会となります。

G-2 「環境激変下の経済展望と経営課題」特別講演 千葉商科大学 学長
慶應義塾大学 名誉教授

島田 晴雄氏

G-1 ご挨拶 日本ユニシス株式会社 代表取締役社長 黒川 茂 「迷走する世界経済と日本」基調講演 東京大学大学院経済学研究科 教授
総合研究開発機構（NIRA） 理事長 伊藤 元重氏

ICT最適化トラック
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日本ユニシス株式会社

ビジネスサービス事業部

事業部長　齊藤 昇
営業四部 サービスビジネスプロジェクト

村島 光太郎

東陽倉庫株式会社　水貝 瞳氏     
神野 昌子氏

※同時通訳あり

パネラー：株式会社ティーガイア
新規事業本部 開発営業一部

副部長　桑田 巧氏 他




