
シンポジウムスケジュール　ホールA/C/B５10.30 [  火  ]

HALL A

HALL B5HALL C

13：00～14：30 |  A-101 基調講演

次の100年の「くらし」をつくる
～パナソニックは家電の会社から、何の会社になるのか～

※本講演はLIVE配信を予定しております。

パナソニック株式会社
代表取締役社長
社長執行役員 CEO
津賀 一宏

アリババ株式会社
代表取締役社長 CEO
香山 誠 氏

UNDPイノベーション担当上級顧問  
Japan Innovation Network専務理事
西口 尚宏 氏

パナソニック株式会社
ブランドコミュニケーション本部 
CSR・社会文化部

福田 里香

住友化学株式会社
取締役 専務執行役員
新沼 宏 氏

CSOネットワーク 
事務局長・理事
黒田 かをり 氏

日経BP社 
日経ESG編集部 エディター
半澤 智 氏

日経BP社 
日経BP総研 フェロー
麓 幸子 氏

パナソニック株式会社
コーポレート戦略本部
人材戦略部
三島 茂樹

一橋大学大学院
教授
楠木 建 氏

関西学院大学 教授
元ニュースキャスター
村尾 信尚 氏

HALL A
15：00～16：00 |  A-102 企業経営

企業経営

特別講演

16：30～17：50 |  C-101 16：30～17：50 |  B5-102

株式会社ファーストリテイリング
代表取締役会長 兼 社長
柳井 正 氏

グローバルな変化を予見し、
企業はどう変わるべきか

日本企業によるSDGsへの取り組み
～SDGsでチャンスをつかみイノベーションを生み出す～

「未来の働き方」で、企業の新しい成長をつくる
～経営戦略としての「個の力」～

リーダーズセッション

サイボウズ株式会社
代表取締役社長
青野 慶久 氏

働き方改革社会課題リーダーズセッション 新規事業創出

1 ※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
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シンポジウムスケジュール　ガラス棟（G棟）10.30 [  火  ]

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
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16:30

17:00
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16:15 ～17:15
G402-102 | セミナー
テクノロジー

16:00 ～17:00
G510-102 | セミナー
テクノロジー

～ビッグデータ時代のインフラ化を目指して～
パナソニックとソニーが挑む、
光ディスクストレージの技術革新

喜多 幹夫 氏
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社
プロフェッショナル・ソリューション＆サービス本部
メディアセグメント事業部門 部門長

エボルタNEO誕生と
エボルタブランド確立

パナソニック（株） AIS社   吉成 章善

ソニーストレージメディアソリューションズ株式会社
アーカイバルディスク部 担当部長 中野　 淳 氏
ITジャーナリスト 新野 淳一 氏
パナソニック（株） CNS社　 古川  　厚
パナソニック（株） 日野  泰守

※各ページでの弊社関係各社の表記を次のように省略させて頂いております。　
　CNS社：コネクティッドソリューションズ社　AIS社：オートモーティブ&インダストリアルシステム社　AP社：アプライアンス社　ES社：エコソリューションズ社

視覚障がいのある方へ
館内には誘導ブロック、触地図、音声ガイドシステム、
誘導鈴スピーカーなどの設備がございます。
お手伝いが必要な場合はスタッフまでお気軽にお声がけください。

LIVE配信
10/30 基調講演は特設サイトにてLIVE配信を行います。

LIVE配信

外国語対応が必要な方へ
プログラムにより英語・中国語へ対応しております。
＜シンポジウム　ホールA／C＞
日本語によるプログラム ・・・・・・・・・・・ 英語／中国語への同時通訳
英語によるプログラム ・・・・・・・・・・・・・・ 日本語／中国語への同時通訳

同時通訳

聴覚障がいのある方へ
一部のプログラムにおいて、要約筆記・手話通訳を行っております。
また、総合インフォメーション（B1F）では手話通訳者や筆談ボードを用意しております。
お手伝いが必要な場合はスタッフまでお気軽にお声がけください。

要約筆記 手話サービス

シンポジウム会場には専用エリアを設置しております。車いすでもご利用いただける
エレベーター、リフト、トイレ、座席スペースがございます。
お手伝いが必要な場合はスタッフまでお気軽にお声がけください。

車いすをご利用の方へ



くらし

HALL A HALL C

HALL C

HALL B5

HALL C

10：45～11：45 |  A-201

デザインと創造力で考えるビジネスと社会の未来

特別講演

日本企業の復活
～次なる成長に向けた 変革へのチャレンジ～

大企業でイノベーションを起こすには

Society5.0時代に実現する「ゆたかな」くらし
株式会社NEW STORIES 代表　　太田 直樹 氏
ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社 代表取締役　山口 揚平 氏

かけがえのない時をつくる～デジタライゼーションの次へ～
パナソニック株式会社 執行役員 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社副社長 技術担当（兼 技術本部長） 藤井 英治
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 准教授 渡邊 恵太 氏
東京大学 大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻 特任研究員 汪　雪婷 氏  　ほか

パネル
ディスカッション

株式会社ハビテック 研究所長　石川 善樹 氏
パナソニック株式会社 コーポレート戦略本部 経営企画部（兼 未来戦略室）　村瀬 恭通

テクノロジーによるイノベーション
～いま日本再興に向けて何をすべきか～

IDEO
CEO
ティム・ブラウン 氏

IDEO Tokyo
共同代表 兼 パートナー
マイケル・ペン 氏

日経BP社
日経BP総研
フェロー

桔梗原 富夫 氏

メディアアーティスト

落合 陽一 氏

13：00～14：30 |  C-202

9：30～10：30 |  C-201

16：30～17：30 |  C-203

ビジネスセッション

リーダーズセッション

11：30～12：30 |  B5-202
HALL B5

13：30～14：30 |  B5-203

リーダーズセッション

Takram 代表取締役
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート
客員教授・名誉フェロー
田川 欣哉 氏

テクノロジーセミナーセミナー

早稲田大学ビジネススクール
経営学博士 准教授

入山 章栄 氏

パナソニック株式会社
アプライアンス社
ゲームチェンジャー・カタパルト 代表

深田 昌則

ヤマハ株式会社
ブランド戦略本部
マーケティング統括部
UX戦略部UX企画グループ リーダー
畑 紀行 氏

Preferred Networks
取締役 最高技術責任者

奥田 遼介 氏

パナソニック株式会社
専務執行役員
コネクティッドソリューションズ社 
社長
樋口 泰行

サントリーホールディングス株式会社
代表取締役社長
新浪 剛史 氏

大学院大学至善館
創設者・理事長
野田 智義 氏

株式会社LeapsIn (キリン社発ベンチャー)
代表取締役
日置 淳平 氏

3

シンポジウムスケジュール　ホールA/C/B５10.31 [  水  ]

新規事業創出 テクノロジー

企業経営企業経営

講演

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
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シンポジウムスケジュール　ガラス棟（G棟）10.31 [  水  ]

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。

G402 G409 G502 G504 G510 G602 G610 G701

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

10:45～11:45
G402-202 | セミナー

社会課題

10:45～11:45
G502-202 | セミナー
テクノロジー

13:45～14:45
G402-204 | セミナー
テクノロジー

15:30～16:30
G402-205 | セミナー
テクノロジー

17:15～18:15
G402-206 | セミナー
社会課題・働き方改革

13:45～14:45
G409-204 | セミナー
テクノロジー

12:15～13:15
G409-203 | セミナー
サプライチェーン

12:15～13:15
G502-203 | セミナー
施設向けソリューション

10:45～11:45
G510-202 | セミナー

モビリティ 11:00～12:00
G602-202 | セミナー

その他

15:45～18:00
G602-205 | セミナー

くらし

14:00～15:10
G602-204 | セミナー

くらし

11:00～12:00
G610-202 | セミナー
サプライチェーン

9:30～10:30
G701-201 | セミナー

その他

12:30～13:30
G701-203 | セミナー

くらし

15:45～16:45
G610-205 | セミナー

その他

17:30～18:30
G610-206 | セミナー

くらし

9:15～10:15
G510-201 | セミナー

モビリティ

12:15～13:15
G510-203 | セミナー
テクノロジー

15:30～16:30
G409-205 | セミナー
テクノロジー

13:45～14:45
G504-204 | セミナー

その他

15:30～16:30
G504-205 | セミナー
施設向けソリューション

15:30～16:30
G510-205 | セミナー

くらし

17:15～18:45
G510-206 | セミナー

社会課題

17:15～18:15
G409-206 | セミナー
テクノロジー

パナソニック（株） ES社 平 松  勝 彦
パナソニック（株） CNS社 安 立  洋 介
パナソニック（株）　 磯田  雅 章

三井物産株式会社 関西支社クライアント戦略推進室
プロジェクトマネージャ 門馬 大介 氏
三菱ケミカル株式会社 インフラ・アグリマテリアルズ本部
ITファームプロジェクト統括マネージャ 吉田 重信 氏

パナソニック（株） CNS社 西谷  裕之
（ご挨拶）
パナソニック（株） CNS社 樋口  泰行

株式会社クロスリバー
代表取締役 越川 慎司 氏

安藤 亨
土持 ゲーリー 法一 氏

パナソニック 
ソリューションテクノロジー（株） 引場 慶一郎

パナソニック 
ソリューションテクノロジー（株） 岩尾  修一

一般社団法人 はたらく未来研究所
シニアフェロー 小栗 公二 氏

世界最高水準の
画像センシング技術で実現する
現場プロセスでのお役立ち
パナソニック（株） CNS社　大橋 政宏

パナソニック（株） CNS社　尾見 泰弘
パナソニック（株） CNS社　大坪 紹二

Trends and Challenges in        
Projection Mapping

前田 恵司パナソニック（株） CNS社　

前田 恵司パナソニック（株） CNS社
Mr. Ron MartinPanasonic Hollywoood Laboratory  

Vice President / Managing Director

Mr. Thomas Megna
Themed Entertainement 
Association Asia Pacific Division   
President

Mrs. Jill WuYAOX Entertainment 
Integration Co. Ltd. President

Mr. Bart KresaBARTKRESA studio
Founder Maseter Projection Designer

パナソニックの技術革新による       
映像制作業界への貢献

Mr. Michael Cioni
Panavision & Light Iron
Senior Vice President of Innovation

集客施設の「援客」「創客」を
リードするICTソリューション

～映像活用、顔認証入場など最新事例をご紹介～

高等教育における学びの環境の
最新トレンドと今後進むべき方向性

～アクティブラーニング、課題解決型学習の日米比較～
帝京大学 学修・研究支援センター長・教授　
エデュケーショナル・
コンサルタント
パナソニック（株） CNS社

片野 憲生パナソニック 
インフォメーションシステムズ（株）

モノからコトへ
かざす体験が創出する
LinkRayの新たな可能性

堀 啓樹株式会社リンクレイマーケティング
代表取締役社長

B2B向けIoTサービス
「μSockets」の概要と
お客様へのお役立ち

働き方改革支援サービスの活用価値
～失敗しないための働き方改革とは？
事例から学ぶ「可視化」の効果～

社内で実践！！『業務効率化』と
『ワークライフバランス向上』を

追求した働き方改革
～【ICT】×【AI】×【実践知見】のパナソニック流働き方改革 ～

高付加価値野菜で生産者にお役立ち：
パナソニックのアグリ取組み

材料・デバイス開発のゲームチェンジ
～ マテリアルズインフォマティクスへの挑戦 ～

吉田 亮 氏統計数理研究所（国立研究開発法人 
物質・材料研究機構）教授

相澤 将徒パナソニック（株）

安心・快適なモビリティ社会
～つながるセンサー～

パナソニック（株） AIS社   　入江 誠隆
パナソニック（株） AIS社    　佐藤 潤二
パナソニック（株） CNS社  　中川 洋一

AIセンシングで進化する
"Safe City"

～「安心・安全」を支える最先端画像解析技術を
活用した監視ソリューション事例紹介～
パナソニック（株） CNS社　 関口 裕

デジタル社会を支える新材料設計
パナソニック（株） AIS社 　松澤 伸行
パナソニック（株） AIS社 　瀧澤 俊幸
パナソニック（株） AIS社 　前嶋 宏行

安全・快適な社会の実現に
向けた最先端センシング技術

～3Dセンシング／ヒューマンセンシング～
パナソニック（株） AIS社　 松井 義徳

渡邊 祐介 氏株式会社 ＰＨＰ研究所 
経営理念研究本部 本部次長

松下幸之助のイノベーション
－その発想の原点とは

パナソニックが考える
これからの介護とソリューション

森本 素子パナソニック エイジフリー（株）

河上 日出生パナソニック（株） ES社

山岡 　勝パナソニック（株）

熊谷　 繁パナソニック カーエレクトロニクス（株）

Technicsのブランド戦略と
未来へのチャレンジ

パナソニック（株） 小川  理子

食のサプライチェーンへの
チャレンジ

パナソニック（株） AP社 　堂埜 茂

平成世代がデザインする未来のくらし
斉藤 徹 氏学習院大学 経済学部経営学科 

特別客員教授

漫画家
(代表作：「人間交差点」 
「課長島耕作」 「黄昏流星群」)

弘兼 憲史 氏

中内 菜都花パナソニック（株） AP社

北川 央樹 氏株式会社日立製作所 研究開発グループ 
東京社会イノベーション協創センタ センタ長

石川 慶文 氏キヤノン株式会社 
総合デザインセンター 所長

長谷川 豊 氏ソニー株式会社 
VP クリエイティブセンター センター長

戸根 隆裕 氏
日産自動車株式会社 
グローバルデザイン本部  
デザインビジネスマネージメント部 部長

堀切 和久 氏富士フイルム株式会社 デザインセンター  
執行役員 デザインセンター長

川田　 学 氏ヤマハ株式会社 参与
ブランド戦略本部 デザイン研究所 所長

臼井  重雄パナソニック（株） AP社

迫 健太郎パナソニック（株） AP社
イノベーションチーム dot Z世代メンバー 若干名

桁違いの生産性向上を実現する
ロボティクスソリューション

コーヒー文化に革新の風を起こす
The Roastの挑戦 食×IoT事業の幕開け

後藤 直紀 氏
仲村 良行 氏
刈込 隆二 氏
寺野　真明

豆香洞コーヒー オーナー焙煎士
豆ポレポレ オーナー焙煎士
オトノマ 株式会社 代表取締役
パナソニック（株） AP社

パナソニック（株） AIS社 　高橋 英治
Future of themed entertainment in APAC

次の100年は人づくりから始まる。
パナソニックの働きがい改革
『A Better Workstyle』

原田 未来 氏株式会社ローンディール
代表取締役社長

井川  和彦パナソニック（株）

インハウスデザインサミット:
デザインの未来の役割



HALL C HALL C

HALL C

HALL B5

HALL C

9：00～10：00 |  C-301

モビリティの未来　
～進化に伴う移動と流通のこれから～

変革するモビリティ
～ミライのクルマ、街、くらし～

「家電」から「KURASHI」へ。
～次の100年に向けたアプライアンス社の挑戦～

パナソニックの目指す新たな車室内空間
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
インフォテインメントシステム事業部 事業部長　上原 宏敏

100年企業のイノベーション
～次の100年に向けて～

14：15～15：15 |  C-304

11：00～12：00 |  C-302

16：45～17：45 |  C-305

ビジネスセッション

ビジネスセッション ビジネスセッション

HALL B5

ＳＤＧｓと気候変動～企業に期待するもの～
キャスター　国谷 裕子 氏

HALL B5

eモビリティによるサスティナブルな社会を目指して
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 
オートモーティブ営業本部 本部長　永易 正吏

HALL B5

パナソニックの次世代車両へのチャレンジ
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
車載エレクトロニクス事業部 事業部長　奥田 茂雄

モビリティ モビリティリーダーズセッション

新規事業創出 企業経営

日経BP社 日経BP総研 
フェロー
仲森 智博 氏

CARTIVATOR
共同代表
中村 翼 氏

日本大学
交通システム工学科 特任教授
石田 東生 氏

オートインサイト
代表
鶴原 吉郎 氏

株式会社NEW STORIES 代表
太田 直樹 氏

パナソニック株式会社
ビジネスイノベーション本部長
馬場 渉

パナソニック株式会社
専務執行役員
チーフ・テクノロジー・オフィサー
宮部 義幸

株式会社 日経BP 取締役
浅見 直樹 氏

パナソニック株式会社
副社長執行役員
オートモーティブ
＆インダストリアルシステムズ社 社長

伊藤 好生

ファッションモデル
蛯原 友里 氏

慶應義塾大学
環境情報学部教授
政策・メディア研究科委員長
村井 純 氏

モータージャーナリスト
岡崎 五朗 氏

株式会社三菱総合研究所
主席研究員

杉浦 孝明 氏

パナソニック株式会社
専務執行役員
アプライアンス社 社長
本間 哲朗

パナソニック株式会社
専務執行役員
オートモーティブ
＆インダストリアルシステムズ社
上席副社長

柴田 雅久

千葉工業大学 
未来ロボット技術研究センター 所長
古田 貴之 氏

株式会社BeeEdge 
代表取締役社長

春田 真 氏

5

シンポジウムスケジュール　ホールC/B５11.1 [  木  ]

くらし テクノロジー

9：00～10：00 |  B5-301 モビリティセミナー 13：00～14：00 |  B5-303 社会課題セミナー 15：15～16：15 |  B5-304 モビリティセミナー 17：00～18：00 |  B5-305 モビリティセミナー

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。



6

シンポジウムスケジュール　ガラス棟（G棟）11.1 [  木  ]

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。

G402 G409 G502 G510 G602 G610

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

9:15～10:15
G402-301 | セミナー

施設向けソリューション・テクノロジー

10:45～11:45
G402-302 | セミナー

働き方改革

13:45～14:45
G402-304 | セミナー
サプライチェーン

15:30～16:30
G402-305 | セミナー

くらし

10:45～11:45
G409-302 | セミナー
テクノロジー

13:45～14:45
G409-304 | セミナー
テクノロジー

15:30～16:30
G409-305 | セミナー
新規事業創出

10:45～11:45
G502-302 | セミナー
テクノロジー 11:00～12:00

G602-302 | セミナー
社会課題

11:00～12:00
G610-302 | セミナー
テクノロジー

12:30～13:30
G610-303 | セミナー
テクノロジー

12:15～13:15
G409-303 | セミナー
テクノロジー

12:15～13:15
G502-303 | セミナー
施設向けソリューション

13:45～14:45
G502-304 | セミナー
くらし・モビリティ

13:45～14:45
G510-304 | セミナー
テクノロジー

15:30～16:30
G502-305 | セミナー
くらし・モビリティ 15:45～16:45

G602-305 | セミナー
くらし

17:15～18:15
G402-306 | セミナー
モビリティ・テクノロジー 17:30～18:30

G602-306 | セミナー
くらし・新規事業創出

17:30～18:30
G610-306 | セミナー
くらし・テクノロジー

統合型リゾートにおける
先端エンターテインメント

パナソニック（株） CNS社 　小早川 佳樹
パナソニック（株） CNS社 　逢坂  文義

パナソニック（株） CNS社 　熊谷 隆之
パナソニック（株） CNS社 　須田 さおり

ICTを活用した
 社内の働き方改革の取組み

Introduction of IEEE Standards
Association and Standardization

Perspective
ジャン・フィリップ フォア 氏IEEE標準化協会 理事長 

製造業向けAI・画像認識・分析技術の現場適用事例
～「製品・製造」×「分析・AI」×「ICT」の技術・知見による品質改善事例のご紹介～

都市温暖化対策・ソリューションについて ソフト視点でオフィスと都市の未来を展望

工場やビルが今すぐネットにつながる
マルチホップ通信対応HD-PLC
パナソニック（株） CNS社　 斉藤 武靖

先進のタッチポイントデバイスを核に
お客様の課題を解決する
現場プロセスの革新

パナソニック（株） CNS社 　前田 崇雅

パナソニックのAIによる変革と挑戦

サーキュラーエコノミーに対するパナソニックの新たな挑戦
～コールドチェーン機器のリファービッシュ事業～

水素エネルギー社会に向けた
パナソニックの取り組み

新しい仕組みで新たな価値提供を目指す
BeeEdgeの取り組み

スマートIoT時代に
向けた「HD-PLC」の挑戦

HD-PLCアライアンス CEO　荒巻 道昌 氏

ARIMO LLC CEO　Mr. Christopher Nguyen
パナソニック（株）                                 　九津見 洋

パナソニックが考えるこれからの介護とソリューション
森本 素子パナソニック エイジフリー（株）

河上 日出生パナソニック（株） ES社

山岡　 勝パナソニック（株） 

赤井　 毅パナソニック カーエレクトロニクス（株）

自動車と自転車の共生について

片山 右京 氏
元F１レーサー
公益財団法人日本自転車競技連盟 理事
一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟 理事長

リアルとバーチャルの結合によるくらしの再定義

中村　 崇 氏公益財団法人
福岡県リサイクル総合研究事業化センター センター長

黒水 拓也 氏福岡県  環境部 循環型社会推進課 リサイクルプロジェクト推進班長

藤田  卓也パナソニック産機システムズ（株）

八子 知礼 氏株式会社ウフル CIO（チーフ・イノベーション・オフィサー）
兼 IoTイノベーションセンター所長 エグゼクティブコンサルタント　

光村 圭一郎 氏三井不動産株式会社
ベンチャー共創事業部 BASE Q運営責任者

井上 貴之 氏パナソニック（株） AP社

渕上  英巳パナソニック（株）  AP社

山根  洋介パナソニック（株）  AP社

石田 立雄 氏株式会社アイ・イメージング・フラッグ 代表

河野 英喜 氏株式会社エントランス フォトグラファー

相原 正明 氏フォトグラファー

大曽根 康裕 氏株式会社シグマ 商品企画部/部長

杢中 　薫 氏ライカ カメラ ドイツ本社
プロダクトマネージメント・主席日本代表窓口

三好 敏 氏日経BP総研 クリーンテックラボ 主任研究員

中尾 雅俊パナソニック ソリューションテクノロジー（株）
井上 幸則パナソニック ソリューションテクノロジー（株） 横尾　 実 氏株式会社 隈研吾建築都市設計事務所 代表取締役

大岡 龍三 氏東京大学 生産技術研究所 人間・社会系 教授

富岡　 清 氏埼玉県熊谷市 市長

柴沼　 豊 氏積水樹脂 株式会社 取締役 常務執行役員

12:30～13:30
G602-303 | セミナー

くらし

IoT家電の変革と近未来のくらし

川崎 道文 氏
資生堂ジャパン株式会社 マーケティング強化本部ブランドマネジメント部
新規接点開発室 デジタルフューチャーグループ

竹田 正樹 氏ヤフー株式会社 データ＆サイエンスソリューション統括本部 
事業開発本部 データコラボレーション戦略室 室長

菊池 隆裕 氏日経BP社 日経BP総研 イノベーションICTラボ 上席研究員

村 瀬  恭通パナソニック（株）

パナソニックにおける電池開発の取り組み
パナソニック（株） AIS社 　湯浅 浩次

井手川 直樹 氏KONA RACING TEAM 所属 プロMTBライダー

片山  栄 一パナソニック サイクルテック （株）

坂 本  裕 規パナソニック サイクルテック （株）

片山  栄一パナソニック サイクルテック （株）

e-MTBの持つ可能性

イメージング事業の成長戦略と
LUMIXフルサイズミラーレス一眼カメラ開発について

パナソニック（株） AP社　公門 恒夫春田 　真 氏株式会社BeeEdge 代表取締役社長

浦 はつみ 氏ミツバチプロダクツ株式会社 代表取締役社長

ダグラス・ウェーバー 氏リン ウェバー ワークショップ 創業者

小山 栄一 氏株式会社スタッフ 代表取締役/CEO

河 野    明パナソニック（株）

民生技術を展開した新たな社会への
お役立ちの提供（B2Bロボット掃除機）

パナソニック（株） AP社　大瀧 清
パナソニック（株） AP社　岡内 理

丹波 廣寅 氏ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット技術統括
IoT事業推進本部 本部長

小川  理子パナソニック（株）



HALL B5

見えてきた未来の兆し～U35とともに未来をつくる実験区100BANCHの取り組みから～
株式会社ロフトワーク 代表取締役　林 千晶 氏
パナソニック株式会社 コーポレート戦略本部 経営企画部　村瀬 恭通

カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役社長　楠本 修二郎 氏

15：30～17：30 |  B5-404

HALL A HALL A HALL C

HALL C HALL C HALL C

11：00～12：00 |  A-401 13：00～14：00 |  A-402 10：00～10：50 |  C-401 ビジネスセッション

12：15～13：15 |  C-403 14：15～15：15 |  C-404 16：40～17：50 |  C-405 ビジネスセッション

特別講演 特別講演

オリンピック・パラリンピック

ＣＣＣが目指す生活提案の未来 ブルー・オーシャン・シフト
～競争を超えて～

次の100年における人々の
『くらし』の変化とパナソニックのお役立ち

つながりのあるくらし
～未来のスマートシティ～

HomeX -
これからのくらしのスタンダード

Beyond2020シンポジウム
～2020年およびその先のレガシー構築に向けて～

カルチュア・コンビニエンス・クラブ
株式会社
代表取締役社長 兼 CEO
増田 宗昭 氏

経営学者
チャン・キム 氏

日経BP総研 
クリーンテック ラボ 所長
河井 保博 氏

小泉 秀樹 氏スプツニ子！ 氏

一般社団法人エリア・
イノベーション・
アライアンス代表理事
内閣官房地域活性化伝道師
木下 斉 氏

東京大学
まちづくり研究室 教授アーティスト

Deportare Partners
代表
為末 大 氏

パナソニック株式会社
執行役員
ソリューション営業担当

井戸 正弘

株式会社ミライロ
代表取締役社長
垣内 俊哉 氏

リーダーズセッション

パナソニック株式会社
ビジネスイノベーション本部長
馬場 渉

スキーマ建築計画
代表
長坂 常 氏

東京大学大学院
工学系研究科 教授
森川 博之 氏

パナソニック株式会社
専務執行役員
エコソリューションズ社 
社長

北野 亮

株式会社小学館
サライ編集室
編集長
小坂 眞吾 氏

フリーキャスター
千葉大学客員教授

木場 弘子 氏

7

シンポジウムスケジュール　ホールA/C/B５11.2 [  金  ]

新規事業創出

くらし

くらし

くらし

スマートタウン

・手話/UDトークサービスを行います。
・必要な方には拡大資料を配布いたします。

企業経営

ビジネスセッション テクノロジー 新規事業創出

セミナー

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
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シンポジウムスケジュール　ガラス棟（G棟）11.2 [  金  ]

※上記の情報は2018年10月22日時点の情報です。 ※シンポジウムおよび展示等の内容は予告なく変更になる可能性がございます。

G402 G409 G502 G510 G602 G610 G701

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

10:45～11:45
G402-402 | セミナー
サプライチェーン

9:15～10:15
G402-401 | セミナー
サプライチェーン

10:15～11:45
G409-402 | セミナー

くらし

13:45～14:45
G402-404 | セミナー
テクノロジー

15:30～16:30
G402-405 | セミナー
テクノロジー

17:15～18:15
G402-406 | セミナー
テクノロジー

13:45～14:45
G502-404 | セミナー

くらし

12:15～13:15
G409-403 | セミナー

くらし

12:15～13:15
G402-403 | セミナー
テクノロジー

12:15～13:15
G502-403 | セミナー

くらし

10:45～12:00
G510-402 | セミナー

社会課題・テクノロジー・新規事業創出 11:00～12:00
G610-402 | セミナー

くらし

9:30～10:30
G701-401 | セミナー

その他

11:00～12:00
G701-402 | セミナー

くらし

12:30～13:30
G701-403 | セミナー

くらし

14:00～15:00
G701-404 | セミナー
施設向けソリューション

12:30～13:30
G610-403 | セミナー

くらし

14:00～15:00
G610-404 | セミナー
施設向けソリューション

14:00～15:00
G602-404 | セミナー
スマートタウン

15:45～16:45
G701-405 | セミナー
スマートタウン

17:30～18:30
G701-406 | セミナー
テクノロジー

15:45～16:45
G610-405 | セミナー
施設向けソリューション

15:45～17:00
G602-405 | セミナー

くらし

17:30～18:30
G610-406 | セミナー

その他

17:30～18:30
G602-406 | セミナー

くらし

9:15～10:15
G510-401 | セミナー
テクノロジー

12:30～13:30
G510-403 | セミナー
社会課題・企業経営

14:00～15:00
G510-404 | セミナー
社会課題・くらし

15:30～16:30
G409-405 | セミナー

くらし

15:30～16:30
G502-405 | セミナー

くらし

15:30～16:30
G510-405 | セミナー
新規事業創出

17:00～18:30
G510-406 | セミナー

その他17:15～18:15
G409-406 | セミナー

くらし

17:15～18:15
G502-406 | セミナー

くらし

ロボティクスを活用した
リテールサプライチェーンへのご提案

足立 秀人パナソニック
スマートファクトリーソリューションズ（株）

これからIoT社会に貢献出来る
小型、高信頼性電池の開発

途上国の最前線で動くキーマンが描く、持続的な    
共生社会実現へのチャレンジ ～電気のない地域に、  

電気を届ける社会的意義とは？～

未来の食～デジタライゼーションに伴う
ビジネス変革の兆し～

田中 宏隆 氏株式会社シグマクシス Director

関屋 英理子 氏株式会社ニチレイ 経営企画部 
事業開発グループ マネージャー

川越 一磨 氏株式会社コークッキング 代表取締役
橋本　 舜 氏ベースフード株式会社 代表取締役
村瀬  恭通パナソニック（株）

西村　  基パナソニック（株） AP社

大嶋  義輝パナソニック（株） AP社

社員食堂からＳＤＧｓ達成に貢献
～サステナブル・シーフードを社食に導入する意義・手法～

IoT基盤技術HD-PLCで切り開く
B2Bネットワークソリューション
パナソニック（株） CNS社 　荒巻 道昌
パナソニック（株） CNS社 　古賀 久雄

次亜塩素酸を使った除菌・脱臭による
健康・快適な暮らしの実現

福崎 智司 氏三重大学大学院 生物資源学研究科　
生物圏生命化学専攻 海洋生命分子化学講座 教授

島戸  孝明パナソニックエコシステムズ（株）

パナソニック宣伝100年から
見えた「共感」マーケティングの今
～Panasonic Beautyのケースより～
パナソニック（株） AP社　 岡山 晃久

キレイが長持ちするコーティング技術
花木 正蔵 氏ケイミュー株式会社 首都圏営業部
佐古  利治パナソニック（株） ES社

映像コンテンツとHWの未来
～Ambient Media Player～

スイッチ・コンセントの100年
～二股ソケットからホームIoTへ～

品田 正弘パナソニック（株） ES社
本間 毅 氏HOMMA Inc. Founder & CEO

統合フロアマネジメントシステムの概要と
電子部品実装フロアの実施事例

～スマートファクトリーソリューション～

工業化住宅業界初
新概念の換気・空調システム

「エアロハス」による健康・快適なくらしの提案

パナソニック（株）AIS社　 川口 真一

パナソニック ホームズ（株） 　 中川  　浩
慶應義塾大学 医学部 教授　 井上 浩義 氏

企業市民活動の効果をどう測るか 
～ＮＰＯの組織基盤強化助成の社会的インパクト測定の試み～

鴨崎 貴泰 氏日本ファンドレイジング協会 事務局長
社会的インパクトセンター センター長

田口 由紀絵 氏公益財団法人 パブリックリソース財団 事務局長
東郷  琴子パナソニック（株）

リフォーム向け新提案システム
「くらしコレクション」による「くらし空間」の創造

深澤 直人 氏多摩美術大学 美術学部 
統合デザイン学科 教授

向家  　博パナソニック リフォーム（株）

渡邊 朗子 氏東洋大学 情報連携学部 教授

斎藤  隆輔パナソニック ホームズ（株）

パナソニックが考える
IoT時代のモノづくり革新
パナソニック（株）　 小川 立夫

ロボティクスを活用した
共創型イノベーション
パナソニック（株）　 松本 敏宏
パナソニック（株）　 安藤　 健

地域貢献型土地活用の時代へ
～保育園一体型「子育て支援ビューノ」の挑戦～

松本 理寿輝 氏まちの研究所株式会社  
ナチュラルスマイルジャパン株式会社 代表取締役

市川 望美 氏非営利型株式会社ポラリス 取締役 ファウンダー　
川端  一彦パナソニック ホームズ（株）

パナソニック ホームズ＆学研が共同で考えた
『子育てファミリー向け住宅』の提案。

サスティナブル・スマートタウンにおける
共創イノベーション取組み
～藤沢ＳＳＴ・綱島ＳＳＴ～

宿泊先が「住まいに」。
地域とのつながりの起点となる
インバウンド需要に対応した

パナソニック ホームズの取り組み

パナソニック（株） 　荒川 剛

公共施設向け感染対策ソリューションの提案
～集団感染を予防して、安心な暮らしを提供～

櫟原  勉パナソニック（株） ES社

オフィス向け設備連動制御システム(LPS)
による快適パーソナル環境の実現
パナソニック（株） ES社　 松尾 至生

早めに見つけて長く元気に
～軽度な認知機能低下者の早期検知～

鈴木 隆雄 氏
桜美林大学・ 国立長寿医療研究センター
老年学総合研究所 所長　
国立長寿医療研究センター 理事長特任補佐

阿部  賢吾パナソニック（株） ES社

住宅向けVPP(Virtual Power Plant)
ソリューションでエネルギーマネジメント

パナソニック（株） ES社 　渡辺 健一

パナソニックの
業務用空調ソリューション

パナソニック（株） AP社 　高木 俊幸　石原 力

牧浦 土雅 氏Needs-One Co.Ltd.  共同創業者

代島 裕世 氏
サラヤ株式会社 取締役 コミュニケーション本部本部長 
兼 コンシューマー事業本部副本部長

久川 桃子 氏NewsPicks ブランドデザイン 
チーフプロデューサー

浅野  明子パナソニック（株）

高齢者介護施設におけるLED照明による
生活リズム強化支援の役割

白川 修一郎 氏睡眠評価研究機構 代表

野口  公喜パナソニック（株） ES社

川上 恒雄 氏株式会社 ＰＨＰ研究所 
松下理念研究部 研究部長

よりよい商品・空間創りに向け、
顧客の”気持ち”を脳波から推定
パナソニック（株） ES社　 奥谷 晃久

産学連携による多世代共生の街づくりと
多様性を尊重するコミュニティの創造

稲場 圭信 氏国立大学法人大阪大学大学院
人間科学研究科 教授

　藤巻 真 氏産業技術総合研究所 電子光技術研究部門　
光センシンググループ　研究グループ長

柏木 孝夫  氏
〔特別講演〕
東京工業大学特命教授・名誉教授
科学技術創成研究院 先進エネルギー
国際研究センター センター長

松下幸之助の企業家精神
（アントレプレナーシップ）

宅配ボックスによる社会インフラの構築
矢野 裕児 氏流通経済大学 流通情報学部大学院

物流情報学研究科 教授

尾崎 光晴 氏日本郵便株式会社
郵便・物流業務統括部 集配企画室

山口 功治 氏あわら市役所 総務部 政策課 企画グループ

中島  裕章パナソニック（株） ES社

林  　伸昭パナソニック（株） ES社

パナソニック（株） CNS社 　島田 篤人

株式会社 百戦錬磨 代表取締役 社長　 上山 康博 氏

クリーンエネルギー社会の実現に
向けた取り組み

パナソニックデザインの挑戦
～新たな領域のデザインへ～
パナソニック（株） 　中野 二三康

現場プロセスイノベーションを実現する
自動搬送ロボットソリューションの開発

パナソニック（株） CNS社 　松川 善彦

三沢 行弘 氏
（公財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）
自然保護室 海洋水産グループ 
シーフード・マーケット・マネージャー 

石井 幸造 氏海洋管理協議会（ＭＳＣ）プログラムディレクター

山本 光治 氏水産養殖管理協議会（ＡＳＣ）
ＡＳＣジャパンジェネラルマネージャー

喜納  厚介パナソニック（株）

坂本 正樹 氏山梨県 企業局 電気課 研究開発担当主査

他
小原  英夫パナソニック（株） 

谷口　  旭パナソニック（株）
仲森 智博 氏日経BP社 日経BP総研 フェロー


