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グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

delltechnologies.com/DTF2018
会長 兼 CEO マイケル・デル登壇！
ご来場のみなさまに
素敵なプレゼント!!
事前登録者様限定 で
来場先着2,000 名様に
オリジナル QUOカード
500 円分をプレゼント!

「Dell

Technologies Forum 2018 - Tokyo」では、デル テクノロジーズの各ブランド
が一堂に会し、デジタルトランスフォーメーションが与える影響やビジネス・ITの主要

課題について、お話しさせていただきます。真のトランスフォーメーションを実現する
エンドからコア、クラウドに至るソリューションやエコシステムなどを、4 つのトランス
フォーメーション（デジタル、IT、ワークフォース、セキュリティ）を軸にご紹介いたします。
基調 講 演には、創 業 者であり現在も Dell

Technologies を率いる、会長 兼 CEO

（最高経営責任者）の マイケル・デル が登壇いたします。
ぜひご来場いただき、お客様のトランスフォーメーションを加速するための手がかりを

500

得ていただければ幸いです。

イベント概要
基調講 演、ブレイクアウトセッション、ソリューション・製品展示、オープンプレゼン
0

5

テーション、ハンズオンラボ、懇親パーティー等

画像はイメージです。

GLOBAL SPONSORS

Dell EMCソリューションは、インテル ® プロセッサーを搭載しています。
Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

GOLD SPONSOR

Dell Technologies Forum 2018 - Tokyo アジェンダ
IT TRANSFORMATION

CATEGORY

基調講演

-

9:30
11:30

L-1

変革を実現し、革新的な未来ヘ

12:15

McLaren Group
COO

変革へ対応する組織づくり
〜社内にシリコンバレー流をつくる〜

マイケル・デル

アリソン・デュー

ジョナサン・ニール 氏

株式会社デンソー
技術開発センター MaaS開発部
MaaS開発部長 兼 デジタルイノベーション室長
成迫 剛志 氏

L-2

ランチョンセッション※

シンプレクス株式会社
金融フロンティアグループ アソシエイトプリンパル
須崎 健太郎 氏
日本ビジネスシステムズ株式会社
イノベーションサービス統括本部 データプラネットソリューション本部
プラットフォームソリューション部 マネージャー
久保 彩乃 氏

Dell EMC

13:10

KDDI株式会社

Dell EMC
執行役員
インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
製品本部長
上原 宏

14:10

A-3

15:10

-

A-5

17:10

18:10

Pivotalジャパン株式会社

Dell EMC
CTOオフィス

SCSK株式会社

Dell EMC
DTXコンサルティング部

カントリー・マネージャー
正井 拓己 氏

事業開発
二通 宏久

製造エンジニアリング事業本部
デジタルエンジニアリング部 第二課
谷澤 真 氏

アドバイザリーコンサルタント・
データサイエンティスト
小林 哲郎

執行役員
UDS事業本部
倉橋 秀則

UDS事業本部長

Virtustream

セキュリティ、モティベーションを
上げるクライアント・ソリューション

〜基幹業務システムを安心して
クラウドへ〜

クラウド クライアント-コンピューティング事業本部
本部長
鈴木 真

Dell EMC
インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
ソリューション本部 ビジネス開発マネージャ
小野 誠

Dell EMC

データ プロテクション部門
Dell EMC
APJプリセールス 統括ディレクター
最高技術責任者
Yeong Chee Wai（ヤン・チー・ワイ） 黒田 晴彦

18:20

ネットワーキングパーティ （19

ヴイエムウェア株式会社
パートナーSE本部パートナーSE部
シニアシステムエンジニア
内野 賢二 氏

Dell EMC
RSA マーケティング部

東芝メモリ株式会社
SSD事業部 SSD応用技術部 参事
小川 功 氏

D-4

E-4
2020 年に向けた

近日公開

F-4

必要なセキュリティ態勢

ヴイエムウェア株式会社
社長室
Dell Synergy 技術部長
服部 寿明 氏

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
ITインフラソリューション事業本部
ITサービスエンジニアリング事業部
プロフェッショナル
北村 匡史 氏

兼松エレクトロニクス株式会社
システム本部 第二システム部
ICTネットワーク&セキュリティグループ
グループ長
内田 琢也 氏

D-5

E-5

F-5

近日公開

ソフトバンク コマース&サービス株式会社
ICT事業本部 MD本部
ICTソリューション販売推進統括部
仮想化クラウド販売推進室

ユニアデックス株式会社
ネットワーク仮想化技術部
鈴木 駿介 氏

VMware vExpert 2018
大塚 正之 氏

D-6

超簡単！ サーバーセグメントの
ネットワークセキュリティ強化

E-6

「見える化」の実現で
リスクを軽減
〜多層防御の罠に陥らないために〜

ヴイエムウェア株式会社
パートナーSE本部パートナーSE部
シニアシステムズエンジニア
中本 滋之 氏

MB

ハイブリッドクラウド時代における
次世代ネットワーク仮想化の
活用術とは?

〜生産性とセキュリティの矛盾を乗り越えろ〜

C-6

一番売れてるスケールアウト
NASを見に行こう
〜Isilon 導入事例 ファイルサーバー
からオールフラッシュまで〜
株式会社ブロードバンドタワー
営業本部 第2営業グループ
齋藤 秀和 氏

ワークスペースの実現

2020 年の新常識を問う

デジタルテクノロジー株式会社
アライアンスビジネス部
ソリューション営業課
課長
奥原 宏祐 氏

インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
製品本部 部長（サーバ担当）
渡辺 浩二

Dell EMC

部長
水村 明博

クラウドを最速で使用する！
クラウドに最も近い場所と
ニアゼロダウンタイム移行術

F-3

同世代サーバーでもここまで違う。
PowerEdgeサーバーの超高密度化を支える
フラッシュ技術の最新トレンド
〜東芝メモリ・Dell EMC 共同講演セッション〜

マルチクラウドへの正しい対処法
〜情シスのお悩み解決します〜

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
クラウドサービス企画開発部
クラウド基盤技術課
納城 智成 氏

明日へのヒント！
〜ビジネスVRはこうして生成される〜

E-3

ITとOTの統合的な視点で捉えた
RSAのセキュリティ対策

クラウド移行への理解を深める
〜無停止移行の
VMware HCXを解説〜

B-6

デジタル/IT 革新を成し遂げる
最後の重要ピース
〜Dell EMCが提供する
「データ保護革新」とは?〜

D-3

ハイブリッドクラウド時代における
HCI選定の新基準とは

C-5

Dell EMC

インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
ソリューション本部
シニアビジネス開発マネージャ
増月 孝信

事業本部長
冨永 健

デジタルトランスフォーメーションの
KEYとなるデータアナリティクス
コンサルティングの実績 ご紹介

F-2

株式会社NTTデータ
技術革新統括本部 システム技術本部
方式技術部 第二統括部
統合開発クラウド担当 部長
本橋 賢二 氏

ネットワンシステムズ株式会社
ビジネス推進本部 第1応用技術部
データプラットフォームチーム
エキスパート
川満 雄樹 氏

Dell EMC
Virtustream事業

C-4
VMwareとDell EMCが実現する

モダンデータセンター事業本部
ｖアーキテクト ディレクター
三邉 祥一

E-2

他社はどう使っている?
NTTデータのエンタープライズ向け
情シスのための7つの『HCIフル活用術』 クラウド戦略
〜Dell EMCが支える「統合開発クラウド」〜

C-3

執行役員
クライアント・ソリューションズ統括本部
クライアント製品本部長
田中 源太郎

B-5

Dell EMC

D-2

C-2

Why Dell? 働き手の生産性、

最新VDIソリューションのご紹介
〜働き方改革を支える攻めのソリューション〜

データサイエンティストの
お悩みを解消する
〜Dell EMCの人工知能〜

A-6

17:30

Dell EMC

Dell EMC

ネットワーキング ビジネス部門
バイス プレジデント
Drew Schulke（ドリュー・シュルケ）

16:30

によるモノづくり改革

B-4
The Power of Convergence
〜Dell EMCが提供する
CI/HCIポートフォリオのご紹介〜

Dell EMC

F-1

ポートフォリオ
〜任せて安心！ お客様のデジタル変革を
実現するITベストパートナー〜

Dell EMC

ネットワーキングポートフォリオ
〜The Power of Connectivity〜

E-1
VR「バーチャルデザインレビュー」

Dell EMC

A-4

D-1
Dell EMCのエンドツーエンドの

B-3

Dell EMCの
Open Networking戦略と

16:10

C-1

秘められたデータの価値を解放せよ！ Pivotalとともに実現する
ストリーム、ファイル、オブジェクトが デジタル変革とモダナイゼーション
融合するこれからのデータ活用の
あり方とは

クライアントのセキュリティ、管理性、
信頼性のお悩み一挙解決！
〜Dellのクライアント製品で多様化する
デバイス環境に勝つ〜

モダンデータセンター事業本部
クラウドプラットフォーム スペシャリスト
平原 一雄

15:30

ソリューション本部 シニアビジネス開発マネージャー
増月 孝信

企業クラウドも「マルチ」な時代へ！
デル テクノロジーズが考える
クラウド戦略とは?

-

14:30

株式会社アルゴグラフィックス
HPCシステム統括本部 統括本部長
中田 義弘 氏

Dell EMC インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括

常務執行役員
クライアント・ソリューションズ統括本部
クライアント・ソリューションズ統括本部長
山田 千代子

モダンデータセンター事業本部
部長
森山 輝彦

※入場先着 100 名様へランチをご用意いたします
なお展示 会 場内にも軽食をご用意いたします

山崎 拓也

Dell EMC

Dell EMC

三井住友カード株式会社
代表取締役 兼 専務執行役員 兼
三井住友フィナンシャルグループ
常務執行役員 副 CIO
森 陽一 氏

DELL EMC インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括
ソリューション本部 HPCビジネス開発マネージャー

B-2

業界最新技術を搭載した、
Future Proofedプライマリーストレージ
ポートフォリオの最新情報を徹底解説

ランチョンセッション※

エキスパートが語る！
注目のHPCを理解するためのキーワードとは？

バイモーダル開発に必要なシステムインフラとは？

株式会社HPCソリューションズ
代表取締役社長
河野 証 氏

ソリューション事業企画本部
クラウドサービス企画部
グループリーダー
佐藤 康広 氏

B-1

A-2

13:30

L-3

ランチョンセッション※

適材適所のクラウド活用！
〜そのシステム、「オンプレミスじゃないと」
と諦めていませんか？〜

A-1
世界No.1サーバー PowerEdge、
その実力のすべて
〜サーバー好き全員集合！〜

WORKFORCE TRANSFORMATION

ゲストスピーカー

Dell
CMO

インフラストラクチャ事業統括
パートナー事業本部 本部長
馬場 健太郎

12:30

SECURITY TRANSFORMATION

Dell Technologies
会長 兼 CEO

最新HCI事例シンプレクス様
〜金融サービス マルチテナント化への挑戦〜

11:45

DIGITAL TRANSFORMATION

SecureWorks Japan株式会社
代表取締役社長 &
グローバル・セキュリティ・エバンジェリスト
ジェフ・モルツ 氏

Dell Boomiで
コネクテッド・ビジネスを実現

Dell Boomi
Country Manager
鈴木 千尋 氏

F-6

ハイエンドストレージの代表格である
Dell EMC PowerMaxが提供する
価値を分析

まったく新しい発想で次の10 年の変化に順応する、
新製品「PowerEdge MX 」の全貌

Dell EMC

Dell EMC

モダンデータセンター事業本部
部長
森山 輝彦

Dell EMC
インフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括 製品本部
岡野 家和
カスタマーソリューションセンター 東京ソリューションセンター長
相場 宏二

Dell EMC
デルファイナンシャルサービス
亀井 大輔

: 30 終了予定）

※同一時間帯のセッションのご受講は出来ませんので、予めご了承ください。 ※講演タイトル、内容、講演者は変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

・・・ 日英同時通訳（Simultaneous Interpretation）

৫ಈਏ
日

時

2018 年 10 月19 日（金）
受付開始
基調講演・セッション
展示会場
ネットワーキングパーティ

会

9:00
9:30 〜1 8: 1 0
9:00 〜 19:30
18:20 〜 19:30

【お問い合わせ先】 Dell Technologies Forum イベント事務局

場

参加費

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
無料（事前登録制）※申込者が定員に達した場合、抽選により参加をご遠慮いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

参加対象 法人のお客様および官公庁・研究・教育・医療等の公共機関のCIO、情報システム部門、システム管理者、

IT マネージャー、並びにパートナー様 ※競合企業、個人、士業などの方々は、ご参加をご遠慮いただいております。
〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 8F（株式会社クリエイティブバンク内）

受付 10:00 〜18:00（土・日・祝を除く） TEL : 03-6893-2308

FAX : 03-6893-2309 E-mail : dtf@info-event.jp

GLOBAL SPONSORS

Dell EMCソリューションは、インテル ® プロセッサーを搭載しています。
Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

お申し込みはコチラ ▶

delltechnologies.com/DTF2018

