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JBS DX Shift 2022

6.16 TIME TABLE

Q&A
　できます！ Shift 2022Shift 2022直接 Break-outセッションスピーカーへ質問できる

Q&Aチャットを開設予定ですのでぜひ当日ご参加ください。

12:43~13:03

ビジネスに直結するデータ利活用 3つのポイント
～オールインワンのデータ利活用プラットフォーム「ForePaaS」～
株式会社三菱総合研究所 金融 DX本部 天野 巌斗 氏
デジタル・トランスフォーメーション部門統括室  梅田 直樹 氏

クラウド時代のインフラセキュリティ～ IaaS/PaaS セキュリティのあるべき姿とは～
日本ビジネスシステムズ株式会社 ソリューション推進本部 
Azure/ビジネスソリューション部 豊田 友理子

20分でおさらい ローコード開発とは ～ Power Platform に期待していいの？～
日本ビジネスシステムズ株式会社 コンサルティングサービス本部 
アドプション＆チェンジマネジメント部 須藤 真希子

DXの要 内製化はどう進めるか
日本ビジネスシステムズ株式会社 ビジネスソリューション本部長 秋山 雅道

オープニング　DX Shift 2022
・日本ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長  牧田 幸弘
・日本ビジネスシステムズ株式会社 執行役員 クラウド事業推進本部長  田中 健司

基調講演：株式会社三菱総合研究所 
DXリスタート ～デジタルビジネス変革とデータ駆動経営で再考しよう～
・株式会社三菱総合研究所 主席研究員 デジタル・トランスフォーメーション部門　副部門長  比屋根 一雄 氏

社長対談：トヨタシステムズが考える～デジタル技術の「手の内化」が変革の要
・株式会社トヨタシステムズ 代表取締役社長 北沢 宏明 氏
・日本ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長 牧田 幸弘

Specialセッション 未来を創造するマイクロソフト戦略最前線
・日本マイクロソフト株式会社 Microsoft Azure シニアプロダクトマーケティングマネージャ /Growth Business Lead 　 石坂　誠 氏
   ※ 当セッションの内容は 2022年 5月 1日現在のものとなります　

お客さまパネルセッション：
ユーザー部門主導でデータ分析基盤を構築  誰でも必要な時に必要なデータの取得が可能に
・株式会社集英社 コミック販売部 コミック販売第 2課  主任 須藤 明洋 氏
・株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ  マーケティングインテリジェンスセンター  第 1プランニングユニット アーキテクトグループ 安西 麻里子 氏
・日本ビジネスシステムズ株式会社 鵜澤 佑
・日本ビジネスシステムズ株式会社 池田 翼

B-1 ローコード開発

C-1 クラウド

D-1 データ

A-1 戦略・企画

11:00
    ~
11:15

11:15
    ~
11:45

11:45
    ~
12:15

12:15
    ~
12:43

13:43
    ~
14:19

マイクロソフトのゼロトラストとセキュリティ製品の最新動向
日本ビジネスシステムズ株式会社 コーポレート戦略本部 
ストラテジックアライアンス室 秋葉 俊明

E-1 セキュリティ

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A
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クイックに構築するデータ分析基盤 Azure Synapse Analytics の使いどころ、
そしてデータ分析に向けた Azureの利活用
日本ビジネスシステムズ株式会社 ビジネスソリューション本部
Dynamics プラットフォームソリューション部 鵜澤 佑太

Microsoft Azure 運用のコツ～統制管理に必要な”ランディングゾーン”とは？～
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウドマネージドサービス本部
マネージドサービスセンター 中西 祐太郎

内製化を成功させるローコード開発のススメ -JBS 導入事例で理解する -
日本ビジネスシステムズ株式会社 コンサルティングサービス本部
アドプション＆チェンジマネジメント部 森居 真理子

アウトソースの活用が DXを加速
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウドサービス事業部門 執行役員 安田 博一

Microsoft Purview による内部不正対策とデータ保護
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウドセキュリティ＆デバイス本部
クラウドセキュリティ部 須藤 雅人

B-2 ローコード開発

C-2 クラウド

D-2 データ

E-2 セキュリティ

A-2 戦略・企画

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

13:23~13:43

すぐに始められるコミュニケーションの見える化
~テレワーク中の従業員の働き方を可視化し、エンゲージメントの向上を目指す～
日本ビジネスシステムズ株式会社 コンサルティングサービス本部
ワークスタイルイノベーション部 小野 喜人

【無料でも可能】「Azureの仕組み」を Azure以外にも適用する方法を
Microsoft MVPからお伝えします！
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウド事業推進本部
CCoE部 胡田 昌彦 Microsoft MVP

失敗を防ぐ Power Platform の導入プロセスとは？
-内製化に導くための方法論の一例教えます -
日本ビジネスシステムズ株式会社 コンサルティングサービス本部
アドプション＆チェンジマネジメント部 森居 真理子

CCoE取り組み事例を交えて解説 クラウド DX推進 目の前の壁を乗り越える戦略
クラウド事業推進本部
CCoE部 野田 泰宏

最新のマルウェアに対応する！今すぐ実施すべき 2つの対策をご紹介
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウドマネージドサービス本部 寺田 敬佑 
日本ビジネスシステムズ株式会社 クラウドマネージドサービス本部 板東 駿弥

B-3 ローコード開発

C-3 クラウド

D-3 データ

E-3 セキュリティ

A-3 戦略・企画

13:43~14:19

未来を創造するマイクロソフト戦略最前線
日本マイクロソフト株式会社  Microsoft Azure シニアプロダクトマーケティングマネージャ /
Growth Business Lead 　 石坂　誠 氏

  ※ 当セッションの内容は 2022年 5月 1日現在のものとなります　

Specialセッション

13:03~13:23

https://pages.jbs.co.jp/Webinar_DXShift2022.html
イベント詳細・お申し込みはこちら「DX Shift」 で検索


