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⾦（投資育成） 投資評価委員会
チェアマン︓ ⼤⼭堅司（ブロードリーフ） ●評価委員⻑︓ ⻘野慶久（サイボウズ）

・ビジネス発掘、ビジネス判断、資⾦調達、資本提携⽀援

『MIJS JTV活動委員会』を改めて

技術 ニューテクノロジー委員会
チェアマン︓ 梅⽥弘之（SI） ●評価委員⻑︓ ⼩野和俊（セゾン情報） ●委員⻑︓ ⽔本良（NSD）

・技術評価＆投資評価＆⾎祭り
・新技術発掘、技術⼒向上施策、研究開発施策、プログラミング＆スキルコンテスト

⼈ ⼈材育成委員会
チェアマン兼委員⻑︓ 中村寛治（ヒューマンセントリックス） ●副委員⻑︓ 駒井拓央（ネオレックス）

・働き⽅、ダイバーシティ＆セルフマネージメント研修、グローバル教育、プレゼン強化＆コンテスト

⾦（営業） 営業・マーケティング委員会
チェアマン︓ 稲葉雄⼀（KS） ●委員⻑︓ 鈴⽊敏秀（SI） ●副委員⻑︓ 柳沢貴志（KS）
・会員共同リードマーケティング、営業⼒強化施策、最強クロージング営業マン育成教育

連携 ビジネスネットワーク委員会
チェアマン︓ 内野弘幸（ウイングアーク） 評価委員⻑︓ ⽻⽥雅⼀（B-EN-G） ●委員⻑︓ ⼭⽥誠（SS）
・会員⼈脈構築、グローバル⼈脈構築、部活動イベント、⼤規模セミナー＆異業種交流
・グローバルアライアンス⽀援、海外視察、ビジネス評価、発掘、連携評価
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MIJSにおけるビジネスネットワーク委員会の位置づけ

ビジネスネットワーク委員会（⼈脈構築 ＆ 連携）
「MIJSの基盤となる委員会」
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“⼈脈”というのは、いわば偏差値
レベルの⾼い⼈の周りにはそれだけの⼈が
集まり、⽋点をカバーしてくれる仲間を持つ。

⾃分の波動を変えたいと思うなら
運のいい⼈に近づくことだ

松下幸之助 ⽒
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ビジネスネットワーク委員会 基本⽅針
ビジネスを最⼤化させるための“⼈脈構築と連携”が⽬的
MIJS会員が解放連携型の成⻑を実現するために、協業として⼈脈形成が合理的に図れる場を提供する。
毎回、国内トレンドのトップランナーをゲスト講演頂き、「⽇本のソフトウェアとして出来ることは何か︖」
をMIJS会員相互でディスカッションする

活動⾻⼦
【⽇本国内】

①注⽬ITキーワードのトップランナーによるゲスト講演（60分）
MIJS会員相互のディスカッション

※主なキーワード︓FINTECH、IoT、ビッグデータ、e⽂書法改定など

②スタートアップ企業の発掘、およびビジネスモデル評価（各10分）
※⽻⽥評価委員⻑

【海外】
③海外の現地⽇系パートナーとの協業

（2016年度 開催候補︓上海、Singapore、Thailand）

MIJS企業のビジネスを
「⼈脈構築・連携」により最⼤化
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国内活動
 注⽬ＩＴトレンド トップランナーによるゲスト講演

テーマ候補︓ＦＩＮＴＥＣＨ、ＩｏＴ、AI、e⽂書法改定、その他
 ⽬的︓毎回、⽇本国内の注⽬ＩＴトレンドでトップランナーとしてご活躍を

されている企業の経営者・事業責任者によるゲスト講演。
また終了後「⽇本のソフトウェアとして何をすべきか︖」をゲストを交え
ディスカッションする

 参加者︓MIJS会員（収容 50名） ※経営層や営業／技術／マーケティング責任者を想定

交流会は「⽸ビール1本のみ、ケータリングは無し」
ルールとして飲み物も残さないこと。また懇親会後の⼆次会は⾃由参加とします。

Agenda

17:30〜18:30
（60分）

注⽬ITトレンド トップランナーによるゲスト講演
・市場動向・背景
・ゲスト企業様の主な取り組み

ディスカッション（MIJS会員＆ゲスト）

18:30〜18:50
（20分）

スタートアップ企業プレゼンテーション
（募集中）

※10分×2社

18:50〜19:30
（40分）

会員交流会
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注⽬キーワードのゲストスピーカー（予定）

アカウンティング・サース・ジャパン
代表取締役社⻑CEO
佐野 徹朗 様

代表取締役社⻑
寺⽥ 親弘 様 ウフル

上級執⾏役員
IoTイノベーションセンター所⻑
⼋⼦ 知礼 様

第１回ビジネス
5⽉18⽇（⽔）

第２回
6⽉16⽇（⽊）

第３回
8⽉25⽇（⽊）

ビジネスネットワーク IoT Fintech

ゲスト講演者は予告なく変わることがあります。確定次第、Kintoneで共有いたします
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第１回 MIJS ビジネスネットワーク委員会
5⽉18⽇（⽔）17:30-19:30

⼀般参加（⾮会員）歓迎︕

ビジネスネットワーク委員会キックオフ︕
「ゲスト講演に Sansan 寺⽥社⻑ が登場」
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第１回 ビジネスネットワーク委員会
5⽉18⽇（⽔）17:30-19:30

⼀般参加（⾮会員）歓迎︕

ビジネスネットワーク委員会キックオフ︕
「ゲスト講演に Sansan 寺⽥社⻑ が登場」
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 名称︓MIJS Round Table in Singapore and Bangkok vol.2
 ⽇程︓ 7⽉6⽇（⽔） バンコク・ラウンドテーブル

7⽉8⽇（⾦） シンガポール・ラウンドテーブル
 ⽬的︓東南アジアにおいて最も市場として魅⼒的なシンガポールおよびタイの現地

⽇系パートナーからリアリティのある現場情報を提供いただき、市場の理解を
深めるとともに、実際の進出に向けて協業のきっかけとなる場を提供する

 集客 現地⽇系SIʼer、現地独⽴系SIʼer 20〜30社

海外活動︓ シンガポール・バンコク イベント

⽇程 内容

7/5 (⽕) バンコク移動

7/6 (⽔) 15:00 – 18:00 MIJS Round-Table in Bangkok （シーロム周辺を予定）
18:00 – 20:00 現地パートナーを含めたビジネス交流会（会費制）

7/7(⽊) 移動 （バンコク → シンガポール）

7/8 (⾦) 15:00 – 18:00 MIJS Round-Table in Singapore (CBDエリアを予定）
18:00 – 20:00 現地パートナーを含めたビジネス交流会（会費制）

※11⽉開催予定の上海は基本的には上記内容とします
※交通費や会費制懇親会は参加者負担とします

Go to Global with MIJS︕!
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2016 2017

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

国内

海外

ビジネスネットワーク委員会 年間活動計画

★4/4
MIJS交流会

★5/18（⽔）
ビジネスネットワーク

★6/16（⽊）
IoT

★7/6（⽔）
Bangkok Round Table

★7/8（⾦）
Singapore Round Table

★8/25（⽊）
Fintech

★9/15（⽊）
AI

★10/20（⽊）
⽇本版インダストリー4.0

★12/15（⽊）
⾃動運転（案） or
オープンデータ

★11/3W
上海

★2/3Week
総括

会場︓スーパーストリーム㈱@天王洲アイル（40名部屋）
時間︓17:30〜19:30

会場︓各国で会議室を⼿配（40名枠）
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■ 場所
スーパーストリーム株式会社 11階 グループ⼤会議室 （キヤノンＭＪ ITグループ本社）

※１階エレベータから１１階までお上がり下さい。
２階受付はＪＡＬ本社直⾏エレベータとなり⼊れませんのでご注意願います

〒140-8526 
東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル

（キヤノンMJ ITグループ総合受付11F）
TEL︓03-6701-3640（代表）

http://www.superstream.co.jp/kk/company/access/index.html/

■参加者 MIJS会員 収容 50名
（主に経営層、営業・マーケティングを中⼼とした

各部⾨責任者を想定）

■最寄駅
りんかい線︓天王洲アイル駅直結
東京モノレール︓天王洲アイル駅より徒歩2分
バス︓ＪＲ品川駅港南⼝より都営バス「品96⼄」が便利です（品川港南⼝より約10分でビル直結）

国内会場について

(出典元：TOKYOビル景 http://bb-building.net/tokyo/ )
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“⼈脈の偏差値”を上げましょう︕
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ビジネスネットワーク委員会で“⼈脈構築・連携”を図り

“⽇本を変⾰するテックイノベーションの実現を”

今すぐスケジュールを抑えて下さい︕
5⽉18⽇@天王洲アイル

7⽉6/8⽇@Bangkok／Singapore


