
1日3トラックで開催される多彩なセッションをお楽しみください。
オンラインワークショップも併設開催します。詳細・お申し込みはこちら

10 時台

12 時台

13 時台

14 時台

15 時台

16 時台

17 時台

18 時台

10:00-10:30
【ウォーミングアップ】Discovery 2022 Day1「広がる」を楽しむための準備

株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト 松下 享平

10:30-12:00
【基調講演】Internet of Everywhere ～ひろがるデジタル・つなげるIoT～

株式会社 grigry 石川 加奈子　　株式会社ミクシィ 笠原 健治　　株式会社 LIXIL 三原 寛司　　株式会社ソラコム 玉川 憲、安川 健太、片山 暁雄

12:15-12:30
まるわかり！IoT最新事例を一挙にご紹介【パート1】
株式会社ソラコム 岡村 知里

13:00-14:00
「自ら考えて動く」チームを育てる、

グローバル水準の組織作りのメソッド
株式会社今治．夢スポーツ 岡田 武史
株式会社ソラコム 玉川 憲

14:30-15:00
アイディアを事業に ダンロップ

「タイヤ空気圧･温度管理サービス」への
取り組み
住友ゴム工業株式会社 寺本 雅紀
株式会社ソラコム 今井 雄太

15:30-16:00
ソニーネットワークコミュニケーションズの
IoTグローバル戦略とソラコムとの協業
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 渡辺 潤
株式会社ソラコム 滑川 直人

16:30-17:30
DXへの道
DXは既存ビジネスをどう変えるか
シーメンスヘルスケア株式会社 長谷川 勇一
日本瓦斯株式会社 松田 祐毅
フジテック株式会社 友岡 賢二
ノンフィクションライター 酒井 真弓

18:00-18:30
IoTコミュニティ「SORACOM User Group」 ～ はじめてのUG
SORACOM User Group の皆様　　株式会社ソラコム 松下 享平

13:15-13:45
セコムのDX 事例に学ぶ、DXプロジェクトの
歩み方とカルチャーの作り方
セコム株式会社 田中 拓朗
株式会社ソラコム 須田 桂伍、竹中 紳二

13:30-14:00
西武リアルティソリューションズの事例に
みる、スマート住宅を実現するIoT活用
株式会社西武リアルティソリューションズ 齊藤 朝秀、仲野 康弘
旭光電機株式会社 鶴目 昭夫

14:00-14:05
IoTゲートウェイとSORACOMサービスを使った
遠隔監視・遠隔リモートアクセスの実用例
センチュリー・システムズ株式会社 

14:45-14:50
さまざまな分野で現場のDXをサポートする
デバイスゲートウェイと関連製品のご紹介
株式会社たけびし

14:50-14:55
新技術で高品質と小型化の両立を実現した
LTE 通信デバイスの特長と利用シーン
アムニモ株式会社

15:00-15:30
可能性は無限大！「AIカメラ」が現場にもたらした
効果とは？～導入事例から学ぶ業界別活用術～
パナソニックホールディングス株式会社 宮崎 秋弘、志賀 信三

15:30-15:35
いおたんがご紹介♪10万円ではじめる
PoC「AIカメラお手軽導入パック」
株式会社 KYOSO ／ IoT.Kyoto

15:35-15:40
IoT プロジェクトを成功へと導く徹底した現場力
最新導入事例 5 選と“組み合わせIoT” が選ばれる理由
株式会社システムフォレスト

16:15-16:20
PLCのラダーモニタ/プログラム変更可能な
遠隔監視システムを構築「FALCONNECT」
株式会社 GUGEN

16:30-17:00
ソラコムと日立で取り組む
カーボンニュートラル社会への挑戦
株式会社日立製作所 加治 慶光、シャクール ナウシャド

17:00-17:05
IoT 製品の ODM（開発受託製造）サービスの概要、
得意領域、ソラコムとの協業実績を中心にご紹介
JENESIS 株式会社

15:45-16:15
ライフスタイルとテクノロジーの融合で
サウナがキモチいい！水と熱、時間を制御する
IoT で新ととのえ体験
株式会社 Libertyship 揚松 晴也
株式会社 AQUONIA 北川 力
株式会社 MAGLAB 武市 真拓

14:15-14:45
3つの最新事例から学ぶ 製造業 DXプロジェクト
成功のカギは「ブレない目標設定」
OFFICE IWATA 岩田 洋祐
株式会社トーア紡コーポレーション 中井 邦義、藤田 大郎
株式会社 KYOSO ／ IoT.kyoto 辻 一郎

13:45-13:50
いおたんがご紹介♪10万円ではじめる
PoC「AIカメラお手軽導入パック」
株式会社 KYOSO ／ IoT.kyoto

13:50-13:55
新技術で高品質と小型化の両立を実現した
LTE 通信デバイスの特長と利用シーン
アムニモ株式会社

14:00-14:45
テクノロジーは使うもの
事例から紐解く新規事業開発のヒント
株式会社アシックス 坂本 賢志
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 澤村 一輝
株式会社ソラコム 二神 敬輔

14:50-14:55
IoT プロジェクトを成功へと導く徹底した現場力
最新導入事例 5 選と“組み合わせIoT” が選ばれる理由
株式会社システムフォレスト

15:00-15:30
一次産業のIoT 事例にみる、屋外センシングの可能性
ウミトロン株式会社 岡本 拓磨
株式会社ソラコム 横田 峻

15:30-15:35
PLCのラダーモニタ/プログラム変更可能な
遠隔監視システムを構築「FALCONNECT」
株式会社 GUGEN

15:35-15:40
さまざまな分野で現場のDXをサポートする
デバイスゲートウェイと関連製品のご紹介
株式会社たけびし

15:45-16:30
モノ作りからコト作り、製造業の挑戦
株式会社キッツ 西澤 勲
日立造船株式会社 山田 浩章
株式会社ソラコム 伊佐 政隆

16:30-16:35
IoTゲートウェイとSORACOMサービスを使った
遠隔監視・遠隔リモートアクセスの実用例
センチュリー・システムズ株式会社

16:45-17:15
あらゆるビジネス現場を身近につなぐ

「IoTカメラ活用」
株式会社ソラコム 高見 悠介

14:45-14:50
IoT 製品の ODM（開発受託製造）サービスの概要、
得意領域、ソラコムとの協業実績を中心にご紹介
JENESIS 株式会社

12:30-12:45
まるわかり！IoT最新事例を一挙にご紹介【パート2】
株式会社ソラコム 毛塚 陽介

7月6日（水）

特 別 講 演 事 例 I oT ソリュー ション



1日3トラックで開催される多彩なセッションをお楽しみください。
オンラインワークショップも併設開催します。詳細・お申し込みはこちら

10 時台

12 時台

13 時台

14 時台

15 時台

16 時台

17 時台

18 時台

10:00-10:30
【ウォーミングアップ】Discovery 2022 Day2「深める」を楽しむための準備

株式会社ソラコム ソリューションアーキテクト 桶谷 拓也

10:30-12:00
【基調講演】イノベーションに必要なプラットフォーム、その価値とテクノロジー

三菱重工業株式会社 水野 直希　　株式会社 Luup 岡田 直道　　Uber Technologies, Inc Rahul Vijay　　株式会社ソラコム 安川 健太、川上 大喜、松下 享平

12:15-12:30
まるわかり！IoT最新事例を一挙にご紹介【パート1】
株式会社ソラコム 岡村 知里

13:00-14:00
新しい価値を創る～新たなコンセプトを持つ
製品・サービスを社会に広めるには～
GROOVE X 株式 林 要
株式会社 Luup 岡井 大輝
株式会社ソラコム 滑川 直人

14:10-14:55
Sigfox＜最新＞動向  ～Sigfoxのこれから、
大規模ユースケースを紹介～
UnaBiz Pte Ltd Henri Bong
日本瓦斯株式会社 柏谷 邦彦
株式会社ソラコム 玉川 憲

15:05-15:50
スマートシティ構築のミッシングピースを探る
～実装に向け見えてきたリアルな課題とは～
渋谷区役所 加藤 茜
LOMBY 株式会社 内山 智晴
株式会社角川アスキー総合研究所 北島 幹雄

16:15-17:05
サーキット発！トヨタコネクティッドの
モビリティ IoT、実証実験の歩みとこれから
トヨタコネクティッド株式会社 藤原 靖久、奥山 浩司
株式会社ソラコム 齋藤 洋徳

17:30-18:30
宇宙とIoT
～拡がるコネクテッドの可能性～
株式会社アクセルスペース 宮下 直己
慶應義塾大学 神武 直彦
株式会社ソラコム 松下 享平

18:50-19:50
IoTコミュニティ「SORACOM User Group」 ～ みんなで振り返るDiscovery
SORACOM User Group の皆様　　株式会社ソラコム 桶谷 拓也

13:15-13:45
電気保安業務のIoT、
クラウド化 / スマート保安への挑戦
一般財団法人 四国電気保安協会 福本 康二朗
株式会社ソラコム 小梁川 貴史

13:30-14:05
IoTシステムのトータルコストを削減する
SORACOMサービス（Q＆A あり）
株式会社ソラコム 伊佐 政隆、内田 学、松永 岳人

14:25-15:00
今ある機器をIoT化！遠隔監視の導入から
継続的な運用手法（Q＆A あり）
東日本旅客鉄道株式会社 今 陽
株式会社ソラコム 須田 桂伍

15:20-15:55
スマート農業の現場における、
通信インフラ活用と多回線管理の手法（Q&A あり）
株式会社 farmo 永井 洋志
株式会社ソラコム 松本 悠輔

14:35-14:40
IoT プロジェクトを成功へと導く徹底した現場力
最新導入事例 5 選と“組み合わせIoT” が選ばれる理由
株式会社システムフォレスト

16:15-16:50
遠隔設備の保守を迅速、安心、現実的に
― LTE 通信を用いたリモートアクセス（Q＆A あり）
ENEOS 株式会社 原田 耕佑
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 川本 大輔
株式会社ソラコム 小梁川 貴史

17:10-18:10
社会に新しい価値を！テックスタートアップの
SORACOM活用術
株式会社 AQUONIA 北川 力
株式会社チカク 梶原 健司
ユアスタンド株式会社 浦 伸行
株式会社ソラコム 芹澤 高志

13:45-13:50
新技術で高品質と小型化の両立を実現した
LTE 通信デバイスの特長と利用シーン
アムニモ株式会社

13:50-13:55
PLCのラダーモニタ/プログラム変更可能な
遠隔監視システムを構築「FALCONNECT」
株式会社 GUGEN

14:00-14:30
西陣織からウェアラブル IoTへの変革
～バイタルデータを活用した新事業と展望～
ミツフジ株式会社 三寺 歩
株式会社ソラコム 松本 悠輔

14:30-14:35
IoT 製品の ODM（開発受託製造）サービスの概要、
得意領域、ソラコムとの協業実績を中心にご紹介
JENESIS 株式会社

15:30-16:00
商品補充を予測し最適化 ～600 に聞く、
自販機オペレーション最適化の勘所～
６００株式会社 久保 渓
株式会社ソラコム 今井 雄太

15:15-15:20
さまざまな分野で現場のDXをサポートする
デバイスゲートウェイと関連製品のご紹介
株式会社たけびし

16:00-16:05
IoTゲートウェイとSORACOMサービスを使った
遠隔監視・遠隔リモートアクセスの実用例
センチュリー・システムズ株式会社

16:15-16:45
製造業における、カメラとAIの活用の効果
AGC 株式会社 向井 拓也
株式会社ソラコム 桶谷 拓也

17:00-17:30
やりたいことから選ぶ SORACOM サービス
株式会社ソラコム 今井 雄太、横田 峻、渡邊 大輔

16:45-16:50
いおたんがご紹介♪10万円ではじめる
PoC「AIカメラお手軽導入パック」
株式会社 KYOSO ／ IoT.kyoto

14:45-15:15
企業の変革とテクノロジー活用
カワサキ機工株式会社 川﨑 洋助
JOHNAN 株式会社 山本 光世
株式会社ソラコム 伊佐 政隆

12:30-12:45
まるわかり！IoT最新事例を一挙にご紹介【パート2】
株式会社ソラコム 毛塚 陽介

7月7日（木）

特 別 講 演 テック・スタートアップ事 例

https://www.lp.soracom.jp/discovery2022-workshop

