
取材・撮影についてのご案内

メディアセンターのご案内

取材・撮影に関しては、以下を順守頂きますようお願いいたします。

⚫ 館内では、プレスバッジを着用のうえ、取材をお願いいたします。

⚫ 撮影をされる場合は、腕章をご着用ください。腕章は「メディアセンター」にて

お受け取りください。

【留意事項】

⚫ 事務局では、出展社または講演者に対して、プレスバッジを着用の報道関係者による取材・

撮影は特に規制を設けておりませんが、個別に規制のアナウンスがあった場合は、お控えく

ださい。

⚫ 講演に関する撮影は、開始5分以内にお願いいたします。また動画の撮影はお控えください。
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報道関係 各位

EdgeTech+ 事務局 ((株)ナノオプト・メディア内)

メディアセンターOPEN日時

11月16日（水）10:00 - 17:00
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＜ 写真撮影・記事化ともに許可しない ＞

講演日時 講演タイトル 講演者

【B1-04】

11/16（水）
13:30 - 14:15

LINE CLOVAが推進する
「ひとにやさしいAI」

LINE（株）
AIカンパニー カンパニーエグゼクティブ CRO
飯塚 純也 氏

【B2-03】

11/17（木）
12:30 - 13:15

リアル店舗における顔認証を活用した
来店者分析

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
プラットフォームサービス本部
5G&IoTサービス部門
市川 聖子 氏

【E2-06】

11/17（木）
15:30 - 16:15

セキュリティ、セーフティ対策は
万全ですか？
～BlackBerry QNX ソリューションに

よる安全、安心なシステムの構築～

ブラックベリージャパン（株）
Principal Field Application Engineer (GEM)
木内 志朗 氏

【B3-03】

11/18（金）
12:30 - 13:15

イメージセンサのしくみと応用

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォームエクスペリエンス
フューチャーテクノロジーグループ
インタラクションR&D部門
開発3部 シニアリサーチャー
塩野 浩一 氏

【KA3-04】

11/18（金）
13:00 - 13:45

【ソフトウェア開発初心者必見！】
ソフトウェア品質に近道なし。
でももっと楽する方法ないの？

ベクター・ジャパン（株）
コードテストツール部
マネージャー
澤田 壮 氏

【KB3-05】

11/18（金）
14:00 - 14:45

オープンソースの重要性と企業における
ガバナンス体制確立について

トヨタ自動車（株）
先進技術カンパニー プロジェクト領域 バリューチェーン
革新Project ドライバー状態把握グループ グループ長
遠藤 雅人 氏

知的財産部 知財企画室 ガバナンス推進グループ
田中 美有 氏

報道・取材に関するお問合せ
EdgeTech+ 事務局 ((株)ナノオプト・メディア内) プレス担当

Email:pr-info@f2ff.jp

以下のセッションは、取材に関する注意事項がございますのでご確認ください。

※本内容は11月11日(金)時点の情報となります。
※会期当日までにNG追加が発生する場合がございます。予めご了承ください。

取材・撮影についてのご案内

mailto:pr-info@f2ff.jp
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＜ 写真撮影のみ許可する（記事化NG） ＞

報道・取材に関するお問合せ
EdgeTech+ 事務局 ((株)ナノオプト・メディア内) プレス担当

Email:pr-info@f2ff.jp

以下のセッションは、取材に関する注意事項がございますのでご確認ください。

※本内容は11月11日(金)時点の情報となります。
※会期当日までにNG追加が発生する場合がございます。予めご了承ください。

取材・撮影についてのご案内

講演日時 講演タイトル 講演者

【KA2-05】

11/17（木）
15:30 - 17:00

LPWA Summit：
スペシャルパネルセッション
～5G時代におけるLPWAの役割と

その可能性～

【ELTRES】
ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
IoT事業部 事業推進部
部長
初代 正樹 氏

【UNISONet】
ソナス（株）
代表取締役CEO
大原 壮太郎 氏

【Wi-SUN】
（株）日新システムズ
システム・ソリューション事業部 営業統括部
プロダクト開発室
営業企画グループ Gr長
和泉 吉浩 氏

【ZETA】
凸版印刷（株）DXデザイン事業部 スマートシティ推進部
部長 /
ZETAアライアンス 代表理事
諸井 眞太郎氏

【LoRa】
セムテック・ジャパン（同）
ディレクター事業開発
植松 健太郎 氏

（株）インターネット総合研究所
代表取締役所長
藤原 洋 氏

＜ 記事化前に要事務局事前確認 ＞

講演日時 講演タイトル 講演者

【KA2-01】

11/17（木）
10:00 - 11:00

いまこそ知りたいDX戦略
～アメリカ最新事例とパロアルト
インサイトが手がけた具体事例から学ぶ、
データゼロから始めるAI導入～

パロアルトインサイト
CEO
石角 友愛（いしずみ ともえ）氏
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