
“つなぐ力”でビジネスを変える。

お申込みおよび最新情報はこちら
http://bits.unisys.co.jp/2013/

http://bits.unisys.co.jp/2013/

BITS2013 検索

BITS2013 検索

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。

主催：日本ユニシスグループ   共催：ユニシス研究会
ANAインターコンチネンタルホテル東京

「ICT最適化」とは、お客様の戦略に最もふさわしいICTを“目利き”し（選択・組合せ）、最適な状態へ“引越し”（移行）、また、ビジネスの変化に合わせて最適な
状態を“守り”（運用・保守）、“再引越し”することです。こうしたICTのライフサイクル全般にわたるサービスや業務ソリューション、先進テクノロジーへの取り組みを
ご紹介します。

ICT最適化

セッション・展示テーマのご案内

あらゆる業種のお客様とのつながりを生かし、業種・業態の垣根を越えて共に創る新たなビジネス。ICTを活用することで、システムがつながり、ビジネスが
つながり、単独企業では実現できない新しいビジネスが生まれています。様々なお客様やパートナーとビジョンを共有し実行につなげた「新たなる付加
価値の創出事例」を、大日本印刷様との業務提携も交えてご紹介します。

ビジネス共創

日本ユニシスグループは、人と環境にやさしい社会の実現に向け、インフラコーディネータとしてICTと社会をつなぐことに全力で取り組んでいます。社会
インフラを担うお客様（自治体／エネルギー／交通／医療等）と共にビジネスモデルを創造し、スマートで価値の高い社会インフラの構築を目指します。
交通監視、災害対応、エネルギーマネジメントなどへの取組みや活用事例について、ご紹介します。

社会インフラ

ユニシス研究会紹介コーナー
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。

会場へのアクセス

 東京メトロ　銀座線「溜池山王駅」　13番出口より徒歩1分
 東京メトロ　南北線「溜池山王駅」　13番出口より徒歩1分
 東京メトロ　南北線「六本木一丁目駅」　3番出口より徒歩２分
 東京メトロ　日比谷線「神谷町駅」　4番B出口より徒歩10分

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
機会にご入会ください。

BITS2013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、各種ソリューションや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、展示コーナー内にも、プレゼン
テーションシアターがございますので、ぜひお立ち寄りください。
※展示コーナーのみのお申し込み、ご参加も承っております。

6月6日（木）12：30-18：00 / 6月7日（金）10：00-17：45

展示コーナー

会場案内図

2013年6月6日(木)〜6月7日(金)

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



A-5 ICT最適化

“クラウド力”でビジネスが変わる

ユニアデックス株式会社
システムマネジメントサービス事業本部

U-Cloudサービスセンター
センター長   神垣  隆
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※ユニシス研究会のセッションは、昨年度の活動成果として発表いたします。

B-2 ビジネス共創 C-2 社会インフラA-8 ICT最適化
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B-3 ビジネス共創

B-5 ビジネス共創

B-6 ビジネス共創

ビジネス共創

C-3 社会インフラ

C-4 社会インフラ

C-5 社会インフラ

A-9 ICT最適化

A-15 ICT最適化

A-18 ICT最適化

A-16 ICT最適化

A-19 ICT最適化

A-10 ICT最適化

A-12 ICT最適化

A-17 ICT最適化

A-20 ICT最適化

A-11 ICT最適化

ユニシス研究会A-7 ICT最適化A-6 ICT最適化

本の館から、発信する図書館へ
デジタル潮流に立向かう
札幌市中央図書館の未来チャレンジ！

銀行サービスを止めない
基盤更改のカタチ
コアバンキングシステムのノンストップ
基盤更改を実現する技術

ユニシス研究会【年次総会】
1年間の活動で最も著名で優れた活動である

「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。

札幌市教育委員会
中央図書館業務課

情報化推進担当係長   淺野  隆夫氏

日本ユニシス株式会社
金融システム第二本部　基盤技術部   

S-BITS基盤三室長   大野  上総

DAY 1 6月6日（木）（受付開始12：30）

DAY 2 6月7日（金）（受付開始9：00）

B-1 ビジネス共創 C-1 社会インフラ A-4 ICT最適化

最適なICTの追求と提供 スマートな社会を拓く
日本ユニシスの挑戦“最前線”

ICT管理の煩わしさから解放されよう
IP&Aコンセプトで実現するサービスと事例

DNP×日本ユニシス共創
異業種連携だからこそ実現できるサービス

成功するITプロジェクト
スコープ・マネジメント

アジアビジネス覚醒の時代
日本ユニシスグループの挑戦！
お取引先グローバル戦略パートナーへの道

日本ユニシス株式会社
代表取締役 常務執行役員

システム技術部門　部門長   向井  丞

日本ユニシス株式会社
執行役員

公共事業部門　副部門長   小西  宏和

ユニアデックス株式会社
システムマネジメントサービス事業本部

システムマネジメント企画部
千代田  昭広

大日本印刷株式会社
常務取締役   北島  元治氏

日本ユニシス株式会社
代表取締役 上席専務執行役員   角  泰志

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社
アソシエイトディレクター   門田  卓士

日本ユニシス株式会社
グローバルビジネス推進部

シニアコンサルタント   篠崎  幸弘

A-1 ICT最適化 A-2 ICT最適化 A-3 ICT最適化
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キャッシュレス社会の到来と情報サービス
欧米事例を元に、国内およびアジアにおけるビジネス機会を探る

【パネルディスカッション】

U-5

U-1

U-2

ユニシス研究会U-4 ユニシス研究会U-3 ユニシス研究会
研究活動　〔関東３グループ〕
企業でのSNS活用
社員の現在（いま）を写す鏡。あなたは直視できるか

研究活動　〔関東１０グループ〕
物流業界の品質向上について
魅力的品質を目指して

論文活動
定量的マネジメントを目指した
メトリクス分析の実践
〜開発プロジェクトの成功確率を高めるために〜大日本印刷株式会社

渡部  憲二氏
エル・エル・ビーン・インターナショナル

鈴木  智子氏

サントリービジネスエキスパート株式会社
小川  将吾氏

横浜冷凍株式会社
西脇  義孝氏

東北インフォメーション・システムズ株式会社
佐藤  浩明氏
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ビッグデータでつなぐ、
過去、現在、未来

日本ユニシス株式会社
アドバンスド技術部　データ利用技術室

室長   林田  英雄 

グリー株式会社 
執行役員

事業推進本部長   相川  真太郎氏

U-11 ユニシス研究会U-10 ユニシス研究会U-9 ユニシス研究会
研究活動　〔関西1グループ〕
SNSの社内活用を考える
WHICH IS POPEYE?

論文活動
人間関係の可視化と、グループワークが
与える影響および組織とパーソナリティ
特性の関係についての考察
〜繋がりの見える化と変化、そしてパーソナリティ〜

論文活動
失敗プロジェクトを撲滅するために
〜失敗から学んだ価値の創造〜

遠鉄システムサービス株式会社
   前田  晋志氏

Ｇ＆Ｕシステムサービス株式会社
山下  裕樹氏

小林製薬株式会社
   佐藤  宗完氏

株式会社日本カードビジネス研究会   佐藤  元則氏
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社   外山  正志氏

大日本印刷株式会社   佐藤  邦光氏
日本ユニシス株式会社   富田  孝志

株式会社アドバンストラフィックシステムズ
渡部  敏志氏
佐藤  寛之氏

ビジネススピードに対応する
次世代ソリューション戦略

「CoreCenter for Retail」はなぜ中堅スーパー様に
6ヶ月で導入できたのか

ICTがつなぐ、魅力ある街づくり
クラウド、M2M、SNS、ビッグデータ
〜企業の活力で街の活性化を

金融機関のお客様と目指す
次のステージ

“NextVision”金融機関の新しいビジネス
プラットフォームを創る

GREEのソーシャルメディア戦略と
事業開発　（調整中）
アライアンスによるビジネス共創の推進

日本ユニシス株式会社
執行役員

製造流通事業部門　副部門長   齊藤  昇
流通第一事業部　コンサルタントグループ

シニアコンサルタント   野口  秀胤

日本ユニシス株式会社
社会基盤事業推進部　事業開発二室

室長   星  和浩

日本ユニシス株式会社
金融第二事業部

事業部長   竹内  裕司

U-8 ユニシス研究会U-7 ユニシス研究会U-6 ユニシス研究会
研究活動　〔東北グループ〕
ePortalを利用したレガシー
システム・モダナイズ手法の研究

研究活動　〔北海道グループ〕
足あとから見える来園者の行動
円山動物園の課題とその解決に向けて

論文活動
アプリケーション仮想化による基幹系
システムのインフラ基盤構築事例

生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合
黒澤  正明氏

青森オリンパス株式会社
成田  朋和氏

中部電力株式会社
中條  宏昭氏

株式会社中電シーティーアイ
茶野木  孝宏氏

ほくでん情報テクノロジー株式会社
髙土居 利治氏

眞野 温子氏

ビジネスの進化を加速する
ClearPath Forward!
事例に見るClearPathメインフレームの進化と既存資産の活用

【同時通訳】

伝統工芸品を対象とした
グローバルECプロジェクトへの取組み
共感が生み出すビジネス連鎖

Unisys Corporation
Technology, Consulting and Integration Solutions
VP ClearPath and AB Suite Portfolio Management  

 William A. Maclean

日本ユニシス株式会社
金融第一事業部　金融企画部

ビジネス開発室長   山本  英生

“データ立国”を目指した
オープンデータ活用戦略

『都道府県別幸福度ランキング』における
データ分析事例

行動情報マーケティング
スマートフォン・タブレット時代の
顧客行動ベースのマーケティング戦略

日本ユニシス株式会社
総合技術研究所

所長   羽田  昭裕

ディー・フォー・ディー・アール株式会社
代表取締役社長   藤元 健太郎氏

テレマティクスによる経営リスクの最小化
ヒヤリハットをクラウドで可視化、
事故記録に陥らない危機管理

スマートモバイルBYODの
実践に向けて
いつまでもBYODで悩んでいるアナタへの現実解

シンクライアントでつながる
スマートデバイス
シンクライアントで解決する15のビジネス課題

「SI屋は絶滅危惧種」ってホント？
名物エバンジェリストが語る！
SI屋との賢い付き合い方とは！

社員力を向上させる
ビデオコミュニケーションとは？
高品質なビデオ会議、スマートデバイス活用の事例紹介

東南アジアにおける
グローバルサポートの実際
7カ国の現地法人が連携した海外展開支援サービスのご紹介

物流分析力強化により
顧客に選ばれる物流企業へ
先進ITで物流分析力拡充、荷主へのサービス・提案力強化

トーエネックの
新たなマンション電力管理サービス
電力の見える化とデマンドレスポンスサービス

ロケーション・メディアサービスに
おけるビジネス共創
全日空様との共創事例〜サービスインまでの道のり

イオンが目指す
オムニチャネル戦略への挑戦
イオンと日本ユニシスグループの「共創」で実現する
ECビックバン 株式会社テラモト

取締役管理部長   四月朔日  雅彦氏

日本ユニシス株式会社
公共第三事業部　戦略ロジスティックス部

部長   新堀  聡

日本ユニシス株式会社
総合マーケティング部

 ビジネスプロデュース室
丸尾  和弘

日本ユニシス株式会社
総合マーケティング部

プラットフォームビジネス企画室
長澤  良樹

ユニアデックス株式会社
戦略マーケティング部

エバンジェリスト  高橋  優亮

株式会社ネットマークス
ソリューションマーケティング部

ソリューションサポート室長   藍  隆幸

株式会社ネットマークス
執行役員

　国際事業部長   荒川  滋

鴻池運輸株式会社
営業統轄本部　システム営業推進部

部長   寺田  猛史氏
株式会社トーエネック

営業本部　エコソリューション部

日本ユニシス株式会社
製造工業事業部   営業二部

高山  晋平

A-13 ICT最適化

BYOD時代に企業の電話システムは
どうあるべきか？
BCPとセルフサービス運用、さらに労務管理の問題を考える

エス・アンド・アイ株式会社
マーケティング本部

疋田  和可奈

A-14 ICT最適化

異業種間で強みをつなげる
ビジネスイノベーション戦略
業務改善よりも遥かにビジネス価値を高める
ICT活用方法とは

日本ユニシス株式会社
総合マーケティング部   戦略企画室

永沼  雅史

イオン株式会社
Eコマース事業最高経営責任者   

小玉  毅氏

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

ユニシス研究会　情報交換会   
情報交換会は、会員の皆様同士が枠組みを超え幅広く情報交換できる場です。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

黒川  茂日本ユニシス株式会社 代表取締役社長ご挨拶 寺島  実郎氏
一般財団法人 日本総合研究所 理事長
多摩大学 学長
株式会社三井物産戦略研究所 会長

基調講演   「世界の構造変化と日本創生への基軸」

※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-1

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科   教授
英オックスフォード大学大学院   訪問教授 特別講演   「アジア情勢の変化と日米関係」 川村  亨夫氏

13:30
|

15:00
G-2

※特別講演の時間は、13:30-15:00 です。その他セッションの開催時間とお間違いないようにご注意ください。

セッションテーマ

お申込みおよび最新情報はこちら

http://bits.unisys.co.jp/2013/
BITS2013 検索

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。
※セッションテーマのご案内は裏面をご覧ください。

ICT最適化 ビジネス共創

社会インフラ ユニシス研究会

G-1 13:30-15:20

ご挨拶

黒川  茂

【プロフィール】

日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

寺島  実郎氏

一般財団法人 日本総合研究所 理事長
多摩大学 学長
株式会社三井物産戦略研究所 会長

基調講演
「世界の構造変化と日本創生への基軸」

1947年北海道生まれ。早稲田大学大学院修了後、三井物産に入社。米国三井物産ワシントン事務
所長、三井物産常務執行役員、三井物産戦略研究所所長歴任。前後して評論活動を開始。知米派の
論客として著作の上梓、TV出演などで活躍。2010年、多摩大学学長に就任。また、現在、日本総合
研究所理事長および三井物産戦略研究所他、さまざまなプロジェクト参画および役職を兼務する。

G-2 13:30-15:00

特別講演

【プロフィール】
川村  亨夫氏

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科   教授
英オックスフォード大学大学院   訪問教授

「アジア情勢の変化と日米関係」

1951年福岡県生まれ。慶應義塾大学卒業後、住友銀行に入行。ニューヨーク勤務を経て、国連本部へ
転職。その後、国連勤務や金融ビジネスの経験を活かし、大学・論壇で国際政治、国際経済論を
展開。エピソードを交えた国際政治や経済の分析手腕、明快な予測は高く評価されている。また、国連
時代に築いた米政官界とのつながりも強い。TVの政治・経済コメンテーターとしても活躍中。


