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「ひろしま I T総合展２０１３」来週開催です 
 

このたび、広島県、広島市及び関連する諸団体と(一社)広島県情報産業協会が一体となり、10月 23日からの 3

日間、西日本最大級の IT総合展示会、「ひろしま IT総合展 2013 EXPO Hiroshima, IT's a solution.」を開催す

る運びとなりました。 

IT技術が産業再生や新たなサービスの創出に大きな期待を集める中で、地域で活躍する IT企業と全国展開す

る大手 IT企業が一堂に会し、製品・サービスを展示いたします。（147ブース 129社）さらに、慶応義塾大学の中

村伊知哉教授による基調講演を皮切りとした著名人による 11の講演会・セミナー、そして出展企業による 27のプ

レゼンテーション等多彩なメニューを用意しました。 

是非ご来場頂き、先端の ITソリューションを体感してください。 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

[詳しくはこちら]→ http://www.hia.or.jp/expo/ 

＜西日本最大級＞  入場無料    

 

 

■名 称  ：「ひろしま IT総合展 2013 EXPO Hiroshima, IT's a solution.」 

■期 間  ： 平成２５年１０月２３日（水）～２５日（金） 3日間 

午前 10時～午後 5時（最終日は午後 4時まで） 

■会 場 ： 広島県立広島産業会館西展示館（展示・セミナー） 

       広島市南区民文化センター（講演会・セミナー） 

[アクセス] http://www.hia.or.jp/expo/access/ 

■主 催 ：ひろしま IT総合展 2013実行委員会 

中国情報通信懇談会／広島県／広島市／広島商工会議所/(公財)ひろしま産業振興機構、 

(一社)広島県情報産業協会 

■共 催 ：ひろしま IT融合フォーラム 

■開催内容：★ 見どころ満載！147ブース 129社による大規模 IT展示ゾーン！ 

A IT融合ソリューションゾーン 

B クラウドコンピューティング&Webソリューションゾーン 

C スマートフォン&モバイルソリューションゾーン 

D 情報セキュリティ&組み込みソリューションゾーン 

E 公共&アカデミックゾーン 
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F 総合 ITソリューションゾーン 

 [会場レイアウト] → http://www.hia.or.jp/expo/layout/  

 

★ 基調講演には、デジタルコンテンツや日本のポップカルチャーに精通し、NHK－BS1「COOL JAPAN ～

発掘！かっこいいニッポン～」でもお馴染みの慶應義塾大学教授の中村伊知哉氏を招聘！ 

演題は、『IT融合×地域＝イノベーション』 

 [詳しくは]→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/a1.html 

 

★ 著名な講師陣による 11の魅力的なカンファレンスセッション！ 

 [お申込み]→ https://www.hia.or.jp/form/expo13/conference/ 

 

★ 出展者による多彩なプレゼンテーションセミナー27コース 

 [お申込み]→ https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/ 

 

★ 第 17回 HiBiSインターネットビジネスフォーラム 2013・同時開催！ 

・日時：10月 24日(木) 13:30～16:30 

・会場：広島市南区文化センター 大会議室 AB 3階 

・内容：多数の応募の中から厳選な審査を通過した企業５社による「優秀インターネットビジネ

スプラン」のプレゼンテーションを行います。 

さらに発表内容を審査し、最優秀ビジネス事例を選定し表彰します。 

 [詳しくは]→ http://www.hibis.jp/ 

 

★「BCN Conference 2013 広島」・同時開催！ 

・主催：週刊 BCN（IT業界のビジネスパーソン向け有料情報紙） 

・内容：ITシステムベンダー各社による、斬新な「ビジネスモデル」や「売り方」を提供するセ

ミナー 

 

 

 

◆事前登録について 

聴講希望のセミナーは、事前登録をお願いします。 

★登録はこちらから → https://www.hia.or.jp/form/expo13/conference/ 

 

【10月 23日(水)】 

▼13:45-15:00 [基調講演 A1]  【事前登録受付中】 

中村 伊知哉 氏 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 

『IT融合×地域＝イノベーション』 

講師プロフィール 

1961年生まれ。京都大学経済学部卒。慶應義塾大学で博士号取得（政策・メディア）。1984年、ロック

バンド「少年ナイフ」のディレクターを経て郵政省入省。通信・放送融合政策、インターネット政策を政府

で最初に担当するが、橋本行革で省庁再編に携わったのを最後に退官し渡米。1998年 MITメディアラボ客

員教授。2002年 スタンフォード日本センター研究所長。2006年より慶應義塾大学教授。内閣官房知的財産

おすすめカンファレンスセッション情報 
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戦略本部コンテンツ強化専門調査会会長、文化審議会著作権分科会専門委員などの委員を務める。社団法人

融合研究所所長、デジタルサイネージコンソーシアム理事長、デジタル教科書教材協議会事務局長、NPO

「CANVAS」副理事長、社団法人ソーシャルゲーム協会事務局長、ミクシィ社外取締役などを兼務。 

著書に『中村伊知哉の新世紀 ITビジネス進化論』（ディスカバリートゥエンティワン）、『デジタル教科

書革命』（ソフトバンククリエティブ、共著）『デジタルサイネージ戦略～電子看板最前線～』（アスキー・

メディアワークス、共著）、『デジタルサイネージ革命』（朝日新聞出版社、共著）、『通信と放送の融合のこ

れから』（翔泳社）、『デジタルのおもちゃ箱』（NTT出版）、『日本のポップパワー』（日本経済新聞社、編著）、

『インターネット、自由を我等に』（アスキー出版局）など。 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/a1.html 

 

▼11:00-12:30 [オープニングセミナー]  【パネルディスカッション】 

『名エバンジェリストがプレゼン対決！』 

～iOS 6 と Windows 8、それぞれの優位性を徹底解説～ 

パネリスト 

中山 五輪男 氏 ソフトバンクモバイル株式会社 首席エバンジェリスト 

西脇 資哲 氏 日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト 

モデレーター 

木村 剛士 氏 株式会社 BCN「週刊 BCN」編集長 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/index.html 

 

▼15:20-16:30 [特別講演 A2]   【事前登録受付中】 

八子 知礼 氏 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 

TMTインダストリ ユニット パートナー 

『コンバージェンスの時代』～モバイルクラウドが産み出す IT融合～ 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/a2.html 

 

▼15:20-16:30 [特別講演 A3] 【事前登録受付中】 

中川 賢剛 氏 中国電力株式会社 経営企画部門 設備技術部長 

『スマートグリッド 地元中小企業との連携について』 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/a3.html 

 

【10月 24日(木)】 

▼11:00-12:10 [テクニカルセミナー B1]  【事前登録受付中】 

石井 和男 氏 九州工業大学 大学院生命体工学研究科／社会ロボット具現化センター 教授 

『新たなロボット市場の開拓を目指して』 

～IT融合で見えてきたロボット市場の未来～ 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/b1.html 

 

▼11:00-12:10 [テクニカルセミナー C2]  【事前登録受付中】 

櫻井 洪明 氏 前 文雅科信息技術（上海）有限公司 総経理 WingArc Shanghai Co.,Ltd. CEO 

『グローバル時代の日本ＩＴ企業への提言』 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/c2.html 
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▼13:30-14:40 [テクニカルセミナー B2]  【事前登録受付中】 

西田 友是 氏 広島修道大学 経済科学部 教授 

前東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 

『CG技術の発展と産業界への影響』～ＩＴ融合を目指して～ 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/b2.html 

 

▼15:00-16:10 [マネージメントセミナー C1]  【事前登録受付中】 

松木 彰 氏 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人事業部 法人ビジネス戦略部 部長 

『ひろしまから世界が変わる』～スマートデバイスとクラウドの活用術～ 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/c1.html 

 

【10月 25日(金)】 

▼11:00-12:10 [テクニカルセミナー B3]  【事前登録受付中】 

覚田 義明 氏 株式会社ペンシル 代表取締役 

『わずか１ページの改善で次の日から売上３倍の実績 ウェブマーケティング＆サイト改善セミナー』 

～成功するウェブ戦略とホームページの問題点と改善～ 

／サンフランシスコよりネット生中継！ 

コーディネーター エグゼクティブプロデューサー 佐藤元泰 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/b3.html 

 

▼13:30-14:40 [マネージメントセミナー C3]  【事前登録受付中】 

石川 博一 氏 株式会社 NTTデータ・グローバル・テクノロジー・サービスジャパン 取締役 

『グローバル人材育成について』 

～インドオフショア開発の現場から見る異文化コミュニケーション～ 

→ http://www.hia.or.jp/expo/conference/c3.html 

 

▼15:00-16:30 [IT融合促進セミナー F1]  【事前登録受付中】 

～ITと異分野の融合がもたらすイノベーション～ 

15:00-15:40 『大規模交通シミュレーションによる都市計画支援』 

～ＩＴ融合によるスマーターシティの実現に向けて～ 

水田 秀行 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 主任研究員 

 

 

15:40-16:05 『医工連携の推進力』 

～広島発高齢者見守り支援システム開発プロジェクト～ 

岡島 正純 氏 広島市立広島市民病院 副院長 外科部長 

医療支援センター主任部長 

16:05-16:30『広島発高齢者見守り支援システム開発プロジェクト』 

谷口 和弘 氏 広島市立大学 大学院情報科学研究科 
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詳しくはこちら→ http://www.hia.or.jp/expo/seminar/index.html 

◎お申し込みはこちら → https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/ 

 

【10月 23日(水)】 

▼11:30-12:15 [D1] 

提供会社／ヴイエムウェア株式会社 

新しいワークスタイルがここに！デスクトップ仮想化でワークスタイル変革を実現する。 

中村 共喜氏 ヴイエムウェア株式会社 副社長 

 

▼13:00-13:45 [D2] 

提供会社／ピープルソフトウェア株式会社 

独居老人向けの安否確認システム「みんなで見守り隊」 

木暮 知彦氏 ピープルソフトウェア株式会社 代表取締役 

 

▼13:00-13:45 [E2] 

提供会社／兼松エレクトロニクス株式会社 

ＢＣＰ対策・利便性向上に役立つソリューションのご紹介 

①橋野 利久 氏 兼松エレクトロニクス株式会社 ビジネス戦略部 

②堀越 瓦氏 兼松エレクトロニクス株式会社 マネージメントサービス本部 

 

▼14:00-14:45 [D3] 

提供会社／(株)ムロオシステムズ 

レーザーエリアセンサーによる遠隔見守りシステム 

川本 智彦氏 (株)デンソーセールス 中国支社 営業３部 係長 

 

▼14:00-14:45 [E3] 

提供会社／株式会社システムワン 

ＳＰＣシステム（スマート人材育成☆コーチングシステム） 

藤原 和磨 氏 業務管理部 部長 

▼15:00-15:45 [D4] 

提供会社／バブ日立ビジネス株式会社 

製造現場向け当社ソリューションのご紹介 

日原 大輔氏 中国営業部 リーダー 

 

▼15:00-15:45 [E4] 

提供会社／トレンドマイクロ株式会社 

標的型サイバー攻撃とのつきあい方 

六宮 智悟 氏 ソリューション事業本部 ソリューションＳＥ部 

Threat Monitoring Center マネージャー 

おすすめプレゼンテーションセミナー情報 
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▼16:00-16:45 [D5] 

提供会社／ノイアンドコンピューティング株式会社 

誰でも簡単、無料で始める初めてのネットショップ 

三島 義明氏 ノイアンドコンピューティング株式会社 常務取締役 

 

▼16:00-16:45 [E5] 

提供会社／(株)日立ソリューションズ西日本 

帳票ワークフローの効率化による業務改革 

「Hi-PerBTウェブ申請」 

田島 伸一 氏 中国システム事業本部 パッケージ営業第１グループ 部長代理 

 

◎お申し込みはこちら → https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/ 

 

【10月 24日(木)】 

▼11:30-12:15 [D6] 

提供会社／一般社団法人テレコムサービス協会 

企業の利益につながるＩＣＴビジネスモデル創出への挑戦 

明神 浩 氏 一般社団法人テレコムサービス協会 企画部長 

 

▼11:30-12:15 [E6] 

提供会社／ネットアップ株式会社 

データマネージメントの近未来像～「どこでもドア」をめざして 

河西 学 氏 エバンジェリスト 

 

▼13:00-13:45 [D7] 

提供会社／株式会社 中国新聞社 

総合メディア企業の取組み 

高木 潤 氏 ほか メディア企画部 

 

▼13:00-13:45 [E7] 

提供会社／特定非営利活動法人 ITコーディネータ広島 

硬直化した組織を（本気で）変えたいなら、こう Scrumを使え！ 

江端 一将 氏 株式会社 Odd-e Japan Agile Coach/ 

株式会社 Pastoral Dog Chief Executive Officer 

 

▼14:00-14:45 [D8] 

提供会社／三菱電機システムサービス株式会社 

ビデオ会議システム最新活用法 

日野 雅之 氏 関西支社 電子部 ネットワークシステムＳＥ課 
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▼14:00-14:45 [E8] 

提供会社／ＮＥＣフィールディング株式会社 

導入コストを抑え、運用管理業務の負荷を軽減させるＭＳＰサービス 

八巻 望 氏 ソリューション事業推進本部 システム展開推進部 

 

▼15:00-15:45 [D9] 

提供会社／株式会社富士通システムズ・ウェスト 

「日本の製造業を強くする！事業継続に向けたサプライチェーンの強化」 

池田 孝 氏 自動車システム本部 第二システム事業部システム生産技術部 専任部長 

 

▼15:00-15:45 [E9] 

提供会社／トレンドマイクロ株式会社 

最新クラウド技術によるスマートデバイス管理とセキュリティ 

坂本 健太郎 氏 エンタープライズマーケティング部 プロダクトマネージャー 

 

▼16:00-16:45 [D10] 

提供会社／株式会社ＴＡＣ 

３次元ＣＡＤシステム「Solid Edge」によるデータ再利用 

高田 定憲 氏 代表取締役 

 

▼16:00-16:45 [E10] 

提供会社／株式会社シマンテック 

セキュリティ最前線 最新サイバー攻撃のメカニズムとその対策 

 

◎お申し込みはこちら → https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/ 

 

【10月 25日(金)】 

▼11:30-12:15 [D11] 

提供会社／西日本コンピュータ技術者共同組合 

SaaS型 ECサイトの活用 

田淵 信夫 氏 株式会社リマック 代表取締役 

 

▼11:30-12:15 [E11] 

提供会社／株式会社アスペック 

シー・ディー・エル株式会社 クオリカ株式会社 

自動車サプライヤー様向け生産管理システムご紹介 

川崎 浩史 氏 クオリカ株式会社 アトムズ室 主幹 

 

▼13:00-13:45 [D12] 

提供会社／株式会社コア 中四国カンパニー 

「ＳＡＭのポイントご存知ですか？」 

酒井 千菜子 氏 株式会社コア プロダクトソリューションカンパニー 

https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/


ネットワークソリューション部 

 

▼13:00-13:45 [E12] 

提供会社／マカフィー株式会社 

多様化するサイバー攻撃への効果的な対策アプローチ 

坂本 質司 氏 マカフィー株式会社 西日本営業本部 西日本 SE部 リーダー 

 

▼14:00-14:45 [D13] 

提供会社／日本事務器株式会社 

社内ＳＮＳ！企業でどう使う？そのメリットは？ 

平山宏氏 事業推進本部 チーフクラウドエバンジェリスト 

 

▼14:00-14:45 [E13] 

提供会社／日本システムウェア株式会社 

M2Mをフルサポート！注目の M2Mクラウド「Toami」をご紹介 

大野 博隆 氏 ITソリューション事業本部 クラウドサービス部 リーダー 

 

▼15:00-15:45 [D14] 

提供会社／株式会社日立製作所 

情報活用による業務改革へ向けたビッグデータソリューションのご紹介 

加藤 二朗 氏 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 

ITプラットフォーム事業本部 ビッグデータソリューション部 主管技師 

 

▼15:00-15:45 [E14] 

提供会社／トレンドマイクロ株式会社 

多発する Web改ざん事件、なりすまし不正ログイン、脆弱性悪用による情報漏えい事件の解説と対策 

福井 順一 氏 エンタープライズマーケティング部 プロダクトマネージャー 

 

◎お申し込みはこちら → https://www.hia.or.jp/form/expo13/seminar/ 

 

 

 皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

 

 

＜問い合わせ先＞ ひろしま IT総合展２０１３実行委員会事務局 

〒730-0052広島市中区千田町 3丁目 7－47 広島県情報プラザ２階 

（一社）広島県情報産業協会内    太田 

TEL．082‐242‐7408 ／ FAX．082‐242‐0668 

http://www.hia.or.jp/    E-Mail expo-jim@hia.or.jp 
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