10:00 – 11:30

90 分

基調講演

5 ⽉ 11 ⽇ (⽕)

社会全体に⾮連続的な変化が続く中で、テクノロジーがビジネスにもたらすインパクトはこれまでになく⼤きなものとなりつつあります。
本セッションでは、企業や組織が変化に対応するために必要な要素を、テクノロジー、⼈材育成や企業⽂化の変⾰などの観点からお話します。
⻑崎 忠雄
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 代表取締役社⻑

11:45 – 12:15

12:30 – 13:00

13:15 – 13:45

14:00 – 14:30

14:45 – 15:15

15:30 – 16:00

16:15 – 16:45

17:00 – 17:30

17:45 – 18:15

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

インテル AI の優れた
コスト・パフォーマン
スを最⼤限に引き出す

クラウド成熟度のベン
チマーク :
CloudHealth によるベ
ストプラクティスフ
レームワーク

Amazon EKS と
Datadog によるマイク
ロサービスの可観測性

貯めるだけじゃもった
いない︕AWS 分析サー
ビスを使ったデータレ
イクの有効活⽤

AI と機械学習を使った
ビジネス課題の解決⽅
法

ミッションクリティカ
ルな⼤型ワークロード
のクラウド移⾏

ニューノーマルな働き
⽅をセキュアに実現す
る AWS エンドユー
ザーコンピューティン
グ (EUC)

AWS Leadersʼ Voice
スペシャルセッション
＃１エンジニアにとっ
て魅⼒的で楽しい会社
をどう創るか 〜 経営者
としてのCTOの役割と
は

「中堅中⼩企業こそク
ラウドを活⽤すべ
き︕」 クラウド移⾏企
業が語る –コスト改善&
安定運⽤のススメ-

ヤフーのマーケティン
グ事業を⽀える分析環
境の構築と発展

Intel Corporation APAC &
Japan
Habana Labs

ヴイエムウェア株式会社

Datadog Japan 合同会社

AWS

AWS

AWS

AWS

株式会社LIXIL
グリー株式会社
AWS

株式会社アツミ
⾼砂⾦属⼯業株式会社

ヤフー 株式会社

OpenTelemetry によ
るエンドツーエンドの
オブザーバビリティの
実現

株式会社蔦屋書店様の
事例から学ぶ DX 実現
とTCO 最適化のための
ファーストステップ 〜
クラウド移⾏編〜

デモで解説︕実際どこ
まで簡単にできるの︖
〜VMware Cloud on
AWS に仮想マシンを移
⾏してみた〜

あなたのオンプレミス
DWH、モダナイズしま
せんか︖ ̶ Amazon
Redshift へのマイグ
レーションの⼿引き

メディアコンテンツの
収益化と分析を⾃動
化・改善するために AI
を活⽤する

クラウド移⾏における
経済性評価の⼿法とイ
ンフラ資産評価ツール
の活⽤

Amazon Connect で
実現するカスタマーエ
クスペリエンスの向上

AWS Leadersʼ Voice
スペシャルセッション
＃２テクノロジーを駆
使したSpeedyな社会
課題解決 〜 スタート
アップと⼤企業それぞ
れの挑戦

レガシーからの DX︕

ZOZOTOWNにおける
Amazon EKSを中⼼に
据えたマイクロサービ
スアーキテクチャへの
変遷

Splunk Inc

富⼠ソフト株式会社

TIS株式会社

AWS

AWS

AWS

AWS

三菱電機株式会社
AWS

コンフェックス株式会社

株式会社ZOZOテクノロジー
ズ

11 万⼈企業の DX へ
の挑戦 〜AWS を活⽤
した社内の DX プロ
ジェクトから得た NEC
の知⾒〜

Amazon Connect と
AI ソリューション︓
TRAINA/トレイナで実
現するコンタクトセン
ターのリモート化と⾼
度化

Amazon Connect で
実現した「働き⽅」と
「顧客体験」変⾰ 3つ
のポイント

AWS の分析マネージド
サービスでデータ活⽤
を加速しよう︕

ーエンタープライズ向
けー 機械学習の導⼊前
に検討しておきたいこ
と

クラウド移⾏における
「移⾏計画⽴案」
フェーズの進め⽅と勘
所

Amazon Connect で
構想するコンタクトセ
ンターの未来

Amazonのミッション
といま必要なリーダー
シップ〜 Andy Jassy
のインタビューから

中堅中⼩企業向け パッ
ケージアプリのAWS導
⼊事例ー奉⾏シリーズ
& LanScope Catー

楽天の⼤規模AWSネッ
トワークインフラの運
⽤⽅法

⽇本電気株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社サーバーワークス
パルシステム⽣活協同組合連
合会

AWS

AWS

AWS

AWS

アマゾン ウェブ サービス
ジャパン株式会社 代表取締役
社⻑ ⻑崎 忠雄

永峰・三島コンサルティング
株式会社 九州機設

楽天グループ株式会社

CTC だからできるクラ
ウド活⽤の最適解 〜移
⾏、内製化⽀援からビ
ジネス協業まで〜

“NTT データ流” DX 時
代のデータ活⽤のご提
案

アクサ損害保険様（ダ
イレクト型⾃動⾞保
険）のシステム開発事
例 〜リアルタイムスコ
アリングシステム〜

コロナ禍に躍進した星
野リゾートの IT 戦略
〜コストカットと事業
拡⼤を両⽴する AWS
活⽤術〜

機械学習モデルの開発、
学習、デプロイ

AWS へのマイグレー
ションを加速する⽅法
（移⾏実践編）

Amazon Connect で
最短 1 週間で始める在
宅コンタクトセンター

Amazonの気候変動に
対する取り組み 〜
「カーボンゼロ」スタ
ジアムClimate
Pledge Arenaのご紹
介とともに

リモートワークを実現
した中堅中⼩企業が語
る導⼊前と後の実際の
ところ-中堅中⼩企業に
とっての働き改⾰とは-

『forTUNE meets』
Amazon Chime SDK
の使⽤例と開発プロセ
スについてs

伊藤忠テクノソリューション
ズ株式会社

株式会社NTTデータ

アイレット株式会社
アクサ損害保険株式会社

クラスメソッド株式会社
株式会社星野リゾート

AWS

AWS

AWS

AWS

東京反訳株式会社

株式会社ソニー・ミュージッ
クエンタテインメント

⽇本のグローバル企業
に向けた全社的なクラ
ウド移⾏の進め⽅と事
例の紹介と解説

インフラエンジニアだ
けでサービス開発して
みた〜フルスタックエ
ンジニア育成への取り
組み〜

はじめまして。
MEGAZONE です。
MEGAZONE が紹介す
るグローバル対応の最
新 AWS 事例と運⽤監
視ソリューション

DX 推進の鍵は、共創︕
〜⽇本発 DX 最新事例
〜

Amazon CodeGuru
〜機械学習で実現する
コードレビュー⾃動化
とアプリケーションパ
フォーマンス最適化〜

エンタープライズ企業
におけるクラウド
ジャーニーの難所とそ
の対策(または AWS が
ご⽀援出来る 6 つのこ
と)

成⻑戦略としてのイン
クルージョン・ダイ
バーシティ

クレディセゾンのDX戦
略とクラウド活⽤

中堅中⼩導⼊企業が語
る「電話窓⼝業務クラ
ウド化」のメリット すぐに、⼩規模から、
業務改⾰-

メディアドゥ新プラッ
トフォーム出版ERPと
ブロックチェーン基盤
のご紹介

アクセンチュア株式会社

SCSK株式会社

MEGAZONE株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

AWS

AWS

世界経済フォーラム ⽇本代表
AWS

株式会社クレディセゾン

musubu株式会社
AWS

株式会社メディアドゥ

デジタル時代における、
AWS を使⽤したコミュ
ニケーション＋セキュ
リティ構築

5G時代のモビリティ/
ロボティクスにおける
DX 〜ハイブリッドな
エッジ/クラウドコン
ピューティング環境の
実現〜

AWS Lambda を攻撃
してみた ~サーバレス
のセキュリティの考え
⽅~

Braze x Snowflake
顧客インサイト思考の
次世代エンゲージメン
ト

AWS AI/ML サービス
を活⽤したパーソナラ
イゼーション

エンタープライズにお
けるクラウド活⽤の現
実解と推進体制

今⽇からはじめる︕
AWS のデータベースと
最適なサービスの選び
⽅

「イーデザイン損保
×AWS」お客さま第⼀
主義を貫く戦略と アマ
ゾン ウェブ サービス
（AWS）とのコラボ
レーション

ミスミが仕掛ける︕製
造業の労働⽣産性改⾰
meviy（メヴィー）〜
システム開発加速の鍵
はAWS〜

AWSを使った⽇テレ系
ライブ配信の概要

Twilio Japan合同会社

株式会社アプトポッド

トレンドマイクロ株式会社

Braze株式会社
Snowflake株式会社

AWS

株式会社三越伊勢丹
東芝インフォメーションシス
テムズ株式会社
AWS

AWS

イーデザイン損害保険株式会
社

株式会社ミスミグループ

⽇本テレビ放送網株式会社
株式会社PLAY

はじめて AWS 利⽤の
⽅へ 忘れちゃいけな
い ３ つのこと〜セキュ
リティ・⾃動化・ネッ
トワーク

OpenShift で連携強化、
Red Hat OpenShift
Service on
AWS(ROSA) エンター
プライズ顧客を⽀える
AWS と Red Hat

サーバーレスで「使い
やすい」API を公開す
る〜作る側・使う側の
双⽅に CircleCI が提供
できる価値

Amazon EC2 ことは
じめ 〜あらゆるワー
クロードに対応する豊
富な選択肢とコスト最
適化オプション〜

サードパーティのソフ
トやデータのデジタル
調達を実現できる AWS
Marketplace

5G によって実現するモ
ビリティー⾰命最前線

AWS データベースへ移
⾏: コスト削減、成⻑、
イノベーションへの⾃
由

デジタルチャネルを活
⽤したユーザーエン
ゲージメントの最前線

⾼度運転⽀援向け画像
認識のためのMachine
Learning Production
Line

新しい視聴率の作り⽅
〜20000台のセンサ
×15000倍の処理量×
クラウドマイグレー
ション〜

ソニービズネットワークス株
式会社

レッドハット株式会社

CircleCI合同会社 マーケティ
ング

AWS

AWS

株式会社NTTドコモ
⽇⽴Astemo株式会社
名古屋⼤学
AWS

AWS

GMOあおぞらネット銀⾏株式
会社
ライフネット⽣命保険株式会
社
AWS

株式会社デンソー

株式会社ビデオリサーチ

データ分析における
データサイロ、機械学
習モデル管理、BI の制
限  これらの課題を解
決します︕

⽇⽴がチャレンジする
クラウドネイティブな
社会イノベーション︕

事例に学ぶ最新 AI
サービスを活⽤した顧
客分析のはじめ⽅
~PoC で終わらせない、
業務で使う MLOps 本
番運⽤へ~

AWS を顧客が必要とす
る場所に拡張する︓
AWS が提案する新しい
ハイブリッドの形
（Amazon Outposts、
AWS Local Zones、
AWS Wavelength）

多様性あふれるチーム
がもたらすイノベー
ション 〜 AWS カル
チャー

ユーザーエクスペリエ
ンスとセキュリティを
最適化する AWS エッ
ジネットワークサービ
ス

Build modern
applications with
purpose-built
databases

データサービスの多様
化と、オルタナティブ
データ活⽤の最新動向

ミッションクリティカ
ルシステム基盤におけ
るクラウド移⾏への挑
戦

急拡⼤するシェアサイ
クルサービスの概要
~MaaS実現に向けた
AWS活⽤〜

データブリックス・ジャパン
株式会社

株式会社 ⽇⽴製作所

株式会社ナレッジコミュニ
ケーション
株式会社ブックリスタ

AWS

AWS

AWS

AWS

株式会社 東京証券取引所
株式会社QUICK
野村アセットマネジメント株
式会社

⼤⽇本印刷株式会社

株式会社 ドコモ・バイクシェ
ア

事例で学ぶクラウド接
続パターンと弊社が⽀
援するクラウド活⽤

サーバー⽴てっぱなし
はもったいない︕サー
バーレスのみで構築す
る中頻度&短時間バッチ
処理

はじめて学ぶ「クラウ
ドネイティブな運⽤設
計」とは

AWS を活⽤したロボッ
トの開発、テスト、管
理の効率化

ISMAP に基づくクラ
ウドコンプライアンス
の向上

マルチリージョン、
ちょっとその前に...サービスの可⽤性につ
いて考える

Amazon RDS for
Oracle で実現するエン
タープライズ領域にお
ける⾼性能/⾼可⽤性構
成

【MUFG事例セッショ
ン】⾦融リスク分析
ワークロードのクラウ
ド最適化に向けた
MUFGの取り組み

『初⼼者でもできた︕
CloudEndure を利⽤
したPLMシステム群の
AWS の移⾏』

ドコモCCoEのコスト最
適化の取り組みについ
て

株式会社ゆめみ

東⽇本電信電話株式会社

AWS

三菱UFJインフォメーション
テクノロジー株式会社

⽇⽴Astemo株式会社

株式会社TOKAIコミュニケー
ションズ

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS

AWS

AWS

株式会社NTTドコモ

10:00 – 11:30

90 分

基調講演

5 ⽉ 12 ⽇ (⽔)

柔軟性がこれほどまでに重要な時代はいまだかつてありませんでした。本セッションでは、アプリケーション、データ、ワークロードをクラウドに移⾏することで、
ビジネスを変⾰するために必要な柔軟性をどのように実現できるのかお話しします。
ピーター・デサンティス AWS グローバル インフラストラクチャ＆カスタマーサポート シニアバイスプレジデント
ドロシー・リー AWS BI & アナリティクスサービス バイスプレジデント

11:45 – 12:15

12:30 – 13:00

13:15 – 13:45

14:00 – 14:30

14:45 – 15:15

15:30 – 16:00

16:15 – 16:45

17:00 – 17:30

17:45 – 18:15

18:30 – 19:15

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

30 分

45 分

Web・モバイルアプリ開発を加速
させる AWS Amplify

⼊⾨︕ AWS アイデンティティ
サービス

Amazon Elastic Block Store
（EBS） によるイノベーションの
加速

DevOpsチーム構築のための AWS
サーバーレス起点の技術ガイドライ
ン策定

⾦融機関・事業会社向けマネーフォ
ワードFintechプラットフォームと
それらを⽀えるセキュアなデータ基
盤

IT⼦会社による AWS の社内プ
ラットフォーム化と AWS IDガバ
ナンス

急成⻑のSocial Live事業
「Pococha」の課題とAmazon
IVSの活⽤

AWS

AWS

AWS

トランスコスモス株式会社

株式会社マネーフォワード

パナソニック インフォメーションシステム
ズ株式会社

株式会社ディー・エヌ・エー
AWS

AWS Amplify と AWS AppSync
を使ったフルスタックアプリケー
ションの開発

AWS における安全な Web アプリ
ケーションの作り⽅

進化した Amazon S3 を最⼤限に
活⽤する

建設現場の遠隔管理をスマートに〜
建設現場のデジタルツインを実現〜

SaaS CTO&CISO パネルセッショ
ン︓クラウドにおける SIEM 活⽤
とセキュリティの今

Visual Story:即⽇納品可能なソ
ニーのウェディング・イベントフォ
トグラファー向けサービス

#ゲームでは離れないでいよう カプコンが Amazon SageMaker
で離反予測をしてみた-

AWS

AWS

AWS

⿅島建設株式会社

Sansan株式会社
freee株式会社
ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ソニー株式会社

株式会社カプコン

AWS サービスで実現する継続的イ
ンテグレーション/継続的デリバ
リー（CI/CD）⼊⾨

AWS におけるネットワーク＆アプ
リケーション保護のすすめ

Amazon FSx と Amazon EFS
によるファイルベースストレージの
モダナイズ / スケール / 保護

JALにおけるアプリ観点からのクラ
ウド活⽤の進化

先進デジタルネイティブ企業が⽀援
する、調剤薬局のデジタルトランス
フォーメーション (DX)

CASEを⾒据えたR&Dにおける
Connected DataのAWSクラウド
活⽤事例

AWS Direct Connectを活⽤した
ハイブリッドネットワークを構築し
て開発環境を整える

AWS

AWS

AWS

⽇本航空株式会社

株式会社エムティーアイ
株式会社MG-DX
AWS

⽇産⾃動⾞株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント
株式会社

AWS で始める Infrastructure
as Code

AWS 環境における脅威検知と対応

2021年 サーバレス BI Amazon
QuickSight の特徴総ざらい

AWS で創めるクラウド HPC 〜ク
ラウド活⽤による⼤規模処理の現在
〜

⼟⽊積算ソフト/EC構築パッケージ
各トップレベル事業社が語るSaaS
on AWSのクラウドジャーニー

第⼀三共の全社データ分析基盤〜
データ利活⽤の促進をめざしてデー
タレイクを構築〜

遊戯王ニューロンにおける
Amazon SageMaker の活⽤ ⼤
規模画像データの MLOps 基盤構
築

AWS

AWS

AWS

AWS

株式会社ビーイング
株式会社コマースニジュウイチ

第⼀三共株式会社

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

イノベーションを加速するサーバー
レスアプリケーションのイベント駆
動アーキテクチャ

AWS アカウントを守るためにおさ
えておきたいセキュリティ対策

アプリケーションに BI 機能を埋め
込みませんか︖簡単で運⽤負担が少
ない Amazon QuickSight の埋め
込み機能

Amazon EC2 Mac インスタンス
で実現する DevOps

AWS 移⾏事例紹介 ~ DMM の
データ活⽤を⽀えるビッグデータ基
盤・ML基盤のクラウド移⾏ ~

情報教育分野におけるクラウド対応
の現状とこれからの情報教育プラッ
トフォーム

顧客最適な機械学習モデルを提供す
る対話エンジンサービスと
Amazon SageMakerの活⽤事例

AWS

AWS

AWS

AWS

合同会社DMM.com

ライフイズテック株式会社

株式会社PKSHA
株式会社BEDORE

AWS でのコンテナワークロードに
おける多様なビルディングブロック
の選択肢

初⼼者向け Amazon VPC を中⼼
としたネットワークの構成解説︕

AWS Management and
Governance サービスによるイノ
ベーションの加速

通話アプリで学ぶ Amazon SES,
Amazon Pinpoint, Amazon
Chime SDK

ニューノーマル時代における化粧品
会社のDX戦略への取り組み

どこから⼿を付ける︖︕レガシーシ
ステムだらけな北の⼤地の⽣協が
AWSにAll inしたら

AWSとKARTEで作るUser State
Driven System
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株式会社コーセー

⽣活協同組合コープさっぽろ

株式会社プレイド

コンテナ・サーバーレスを使えばモ
ダンアプリケーションになります
か︖

Amazon VPC の新機能と設計

情シス向け運⽤ユースケース

IoT デバイスで活⽤する AWS の
IoT サービスのご紹介

カゴメが進めるデジタルトランス
フォーメーション（DX）の軌跡

TEPCOが挑戦したAI×オムニチャ
ネルコンタクトセンター Amazon Connect活⽤

コロナ禍で急拡⼤したオンライン診
療を⽀えるMedTechスタートアッ
プ〜MICINの挑戦〜
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カゴメアクシス株式会社

東京電⼒エナジーパートナー株式会社

株式会社MICIN

AWS 認定 - 試験準備ワークショッ
プ 「データベース」

明⽇から始める!! Chaos
Engineering 始め⽅ガイド

後悔しない︕ リモートワークのは
じめかた

AWS IoT で実現する IoT システ
ムとユースケース別構成例

業務改⾰とシステム刷新、その苦労
話と今後の展望

アマゾン ウェブ サービス
（AWS）を活⽤したがんゲノム解
析基盤

実践的AWSアーキテクチャ 〜
LayerX INVOICEの⾼速開発を⽀
える技術〜
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株式会社良品計画

国⽴がん研究センター 研究所

株式会社LayerX

初学者向け AWS 学習パス ~まず
はクラウドプラクティショナー認定
資格から~

Open-source observability at
AWS  可観測性を⽀える OSS と
AWS の『いま』を知る

ブロックチェーンを利⽤したエン
タープライズソリューションの構築
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特別講演
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