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OPENING KEYNOTE

「ものづくりデジタライゼーション」 
～これからのデジタル時代に製造業はどう向き合うべきか～

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
常務取締役 CMO／CTO 
新商品開発本部長
羽田 雅一長島 聡 氏

株式会社ローランド・ベルガー
代表取締役社長

株式会社プリベクト 代表取締役
北山 一真 氏
アイティメディア株式会社
メディア事業本部 テクノロジー局 MONOist編集部 編集長
三島 一孝 氏

IoT時代のモノづくり、気づかぬ
エンジニアリングチェーン革新の
落とし穴

株式会社 日立ソリューションズ
産業イノベーション事業部 
担当本部長
池谷 誠一郎 氏

逸る工場改革に対する
効果的アプローチとは

株式会社レイヤーズ・コンサルティング
サプライチェーンマネジメント事業部
統括マネージングディレクター
鈴木 基 氏

DX時代における
製品開発・原価企画の
要諦

ウイングアーク1st株式会社
営業・ソリューション本部　
製造ストラテジックビジネスユニット
エンゲージメント マネージャー
佐野 弘 氏

データに価値を与え、
製造現場に競争力を

ダッソー・システムズ株式会社
DELMIA事業部
ソリューション コンサルタント マネージャー
清水 博文 氏

設計～製造を
デジタルでつなぐ
製造プラットフォーム

インフォマティカ・ジャパン株式会社
セールスコンサルティング部
シニアセールスコンサルタント
中島 良樹 氏

「買取モデル」はもう古い？
デジタライゼーションに
よる製造業のサブスク
リプションモデル変革事例

SPECIAL TALK 1

キヤノンITソリューションズ株式会社
製造・公共・流通営業本部 営業第一部 部長
森永 明洋 氏

デジタル新時代の工場業務
改革 ～安全・安心な食の継続的
提供への追求～

マルハニチロ株式会社 
生産管理部 スマートファクトリー推進課 課長
鈴木 創 氏

コニカミノルタ株式会社
常務執行役 生産本部長
浅井 真吾 氏
日経BP社
技術メディア局 局長補佐
大久保 聡 氏

ディサークル株式会社
内田 晃司 氏

製造業×デジタル化で
何が起こるのか？

SPECIAL TALK 2 市場競争に勝つ！
原価管理システム導入事例

三谷産業株式会社
東山 貴彦 氏

mcframe× 
POWER EGG 連携
～製造業における周辺業務の
システム化 事例紹介～

コベルコシステム株式会社
産業ソリューション事業部 
製造ソリューション本部 生産ソリューション部
ソリューション開発グループ グループ長
松本 敏則 氏

待ったなし！
デジタル変革への
取り組み事例
～実現のヒントをご紹介～

ゼロシーセブン株式会社
センシングプロダクツ営業部 
取締役部長
池田 隆行 氏

製造現場における
モーションキャプチャの
有効性
～3Dで人の動きをデジタル化、
大手製造業も多数導入～

三菱電機インフォメーションシステムズ
株式会社
関西支社 システム第一部
村瀬 哲之 氏

ものづくりに必要なPLM　
理由と導入勘所

エラストミックスタイランド 元社長
西原 和彦 氏
sponsored by 
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

ユーザーが語る！
海外工場における
経営管理とITの重要性

株式会社インテック
首都圏産業本部 
第一エンタープライズソリューション部
シニアコンサルタント
平田 隆文 氏

SAPジャパン株式会社
バイスプレジデント 
チーフ・イノベーション・オフィサー
首藤 聡一郎 氏

横河ソリューションサービス株式会社
ソリューションビジネス本部
コンサルティングセンター
コンサルティング1部 部長
武藤 真一 氏

お客様事例にみる、
デジタル化がもたらす価値と、
実現するうえでの勘所

SPECIAL SESSION IoTを活用した
４Ｍ視点での生産改革

ものづくり競争力強化と
価値共創

株式会社ビジネスブレイン太田昭和
コンサルSI本部 副本部長 
公認会計士
金子 誠太 氏

グローバル経営を支える
連結収益管理の
実現例

株式会社テクノスジャパン
ソリューションセンター
執行役員
堀 直純 氏

帳票電子化から考える
“デジタル化の第一歩”

株式会社図研プリサイト
代表取締役社長
上野 泰生 氏

mcframe PLMによる
事前原価計算への挑戦

富士通株式会社
ネットワークサービス事業本部 
IoTビジネス推進室
シニアディレクター
黒下 和正 氏

工場IoTネットワーク・
セキュリティ対策

株式会社 日立製作所
制御プラットフォーム統括本部 担当部長
門間 隆之 氏

アーティスト　スプツニ子！ 氏
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント
研究科 教授　神武 直彦 氏
株式会社共同通信 デジタルスポーツデータ事業部 
スポーツ営業部　前田 祐樹 氏

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
産業・流通ソリューション事業本部　
産業ソリューション事業部　
ソリューションシステムエンジニアリング第一部
第2グループリーダー
中埜 公夫 氏

BE：YOND INNOVATION!
異分野からの視点で
日本のものづくりを考えよう会議
～テクノロジー、アート、スポーツ界をリードする
トップランナーがこれからの製造業の可能性を徹底議論！～

CLOSING TALK LIVE 新ネタ満載！
B-EN-GのIoTは
今年も凄い

これならできそう、
グローバル生産管理強化

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
ソリューション事業本部
デジタルサービス本部b-ridgeサービス部
部長　岡 正弘
コンサルタント　丸川 貴弘

DX時代を迎える、
内製化への取り組み

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
プロダクトコンサルティング部
コンサルタント
西村 福太郎

「mcframe 7」
デモンストレーション 
～最新生産・原価パッケージの
特長 すべて見せます～

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
ソリューション事業本部 エンタープライズ
ソリューション本部 
経営管理ソリューション1部
マネージャー　  朝比奈 祐介
コンサルタント　粕谷 勇介

目で見て感じるSAP 
S/4HANA
～デジタル変革への道～

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
新商品開発本部 商品企画２部 部長
伊与田 克宏

製品力・稼ぐ力を強化 
mcframe PLM

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
新商品開発本部 
マーケティング企画本部 本部長
入交 俊行
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―

15：00
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※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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EXHIBITION 12：30～18：20

【mcframe GA】グローバル展開をサポートする
為に開発された唯一の国産グローバル対応ERP
です。（多言語、多通貨、多基準対応）
【GLASIAOUS（グラシアス）】海外現地法人のビジ
ネス管理を実現するクラウド型国際会計アウト
ソーシングシステムです。

すべての海外拠点データを統合する
海外進出企業のための会計基盤システム

mcframe GA
GLASIAOUS 1

海外でmcframeシリーズをお使い頂いている
お客様は年々増えています。その時には、ローカル
担当者、日本人駐在員、本社の三位一体でのパー
トナーとの取り組みがポイントとなります。
B-EN-Gグループの海外支援体制をご紹介させて
頂きます。

海外法人向けの
現地サポートサービス

B-EN-G GLOBAL2

簡単IoTソリューションの「mcframe SIGNAL 
CHAIN」ブースでは、設備の稼働状況を自動的に
取得し、モニタリング・分析する「稼働モニタリング
（OM）」と、点検・修理といった保全業務を管理する
「設備メンテナンス（EM）」を展示します。

明日から始める簡単IoT／
mcframe SIGNAL CHAIN

mcframe SIGNAL CHAIN3

手書き帳票のフォーマットをそのままタブレット
入力画面に採用でき、データ入力業務から可視化
までをワンストップでご提供、進捗管理業務や
品質管理業務を支援するソリューションです。

タブレットで“簡単”実績入力、
“ラク”に現場の「今」を可視化

mcframe RAKU-PAD4

mcframe MOTIONは、ヒトの動作や姿勢を3次元
データとして計測し、人手作業の技能向上、作業
ミスの軽減、作業姿勢の負荷軽減などを実現します。
また、VRを使った、疑似体験教育や設備の作業性
評価の仕組みもご提供しています。

動作・姿勢分析システム 
mcframe MOTION

mcframe MOTION5

工場内のヒトの動きを簡便に3D計測し、製造効率・
安全教育の向上を図ります。隠れた部分も計測で
きるため、これまでのビデオや目視による作業環境
の改善プロセスをより定量評価できます。また各種
PLMソフトとの連携も可能です。

カメラ不要の動作分析 Xsens MVN

ゼロシーセブン株式会社6

mcframe PLMは「製品事業力を見える化し、
経営の稼ぐ力を強化する」をコンセプトに、３Dに
よる設計情報・BOM（製品構成）からBOP（製造
工程）に加えて、原価情報を統合します。フロント
ローディング・原価企画などでも効果的に活用
されています。

「設計」･「製造」を「原価」でつなぐ 
mcframe PLM

mcframe PLM7

「Business b-ridge」は、ノンコードアプリケー
ション構築基盤と豊富な機能で様々な業務をIT
化し、お客様の内製化をご支援します。今回は製
造委託連携アプリの構築から実例までをご紹介し
ます。

製造委託連携アプリの構築と
実例でみる内製化への取り組み

Business b-ridge8

mcframe 7は、組立加工からプロセス、医薬品
業界まで多くの製造業様にご利用いただける、生
産管理／販売管理／原価管理に特化した基幹業
務システムです。サプライチェーンマネジメントと
コストマネジメントの高度化を強力にサポートし
ます。

生産／販売／原価管理パッケージ 
mcframe 7

mcframe 79

SAPユーザー様向けブースでは、デジタル変革を
目指すお客様の課題解決のヒントとなることを目
指し、次世代基盤として期待されるS A P 
S/4HANAとともに、事業部門を支えるLOBソ
リューションをご紹介します。

SAPユーザー様向け各種ソリューション　
～デジタル変革への道～

B-EN-Gの
SAP ソリューション10

生産管理システム、日報、PLCのデータを取得し
一元管理を行うことで、稼働状況や生産計画に対
する進捗のリアルタイム把握が可能です。多くの
ものづくり企業が必要とする機能をあらかじめテ
ンプレート化しておくことで、コストと開発期間を
抑えてMESを始められます。

現場の生産性を向上させる
データ可視化ツール MotionBoard

ウイングアーク1st株式会社11

POWER EGGはポータル機能やワークフロー機能、
Webデータベース機能などを備えた
「統合コラボレーションウェア」となります。
※導入実績：1,284社約406,000ライセンス
（2018年7月末時点）

業務生産性向上を実現、
働き方改革を支援するPOWER EGG

三谷産業株式会社12

当社製造系コンサルが多くの企業を支援する中で、
必然的に開発した『生産性を確実に上げるツール・
上がった生産性が元に戻らないためのツール』を
紹介します。問題発見型ツールや伝票のデジタル
化ツールではなく、“人に”着目した結果創出形
ツールであることが特徴です。

工場の製造改善を効率的かつ確実に進める
「改善スピードアップツール」

株式会社ZERO113

日本の製造業は国内外の生産体制をクイックに
最適化し、目まぐるしく変わる市場環境に柔軟に
対応し続ける事を求められています。グループ全体
統制の視点でグローバル生産プラットフォームを
モデル化し、展開を進める中で効果を創出する
進め方をご紹介します。

製造業のグローバル経営を支える
生産管理プラットフォーム展開

新日鉄住金ソリューションズ
株式会社14

セキュリティ対策とワークショップをご紹介します。
● Deep Discovery Inspector on PRIMERGY
  provided by FUJITSU
● ものづくり革新ワークショップ 「工場IoTのネット     
  ワーク環境を考える」

工場IoTネットワーク・セキュリティ対策

富士通株式会社15

スマートファクトリー（ツナガル工場）を実現する、
製造現場のデジタル化ソリューションをご紹介
します。実演デモにて、mcframe×RFIDの実績
入力自動化ソリューションをご覧いただきます。
また、今話題のRPAもデモを交えてご紹介します。

ツナグ・ツナゲル・ツナガル　
製造現場のデジタルソリューション

コベルコシステム株式会社16

ヴォコレクト・ヴォイスとは、従来の紙や電子端末
ベースによるピッキング作業を音声ベースで行う
ことによって、物流現場の作業効率化と生産性向上
に貢献する画期的ソリューションです。ハンズ
フリー／アイズフリーの作業を実現し、作業への
集中力を高めます。

ヴォコレクト・ヴォイス 音声ソリューション

ヴォコレクトジャパン株式会社17

エレベーター
ホールMAP


