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株式会社ミライト（本社：東京都江東区、代表取締役社長：中山 俊樹、以下、ミライト）と株式

会社ミライト・テクノロジーズ（本社：大阪市西区、代表取締役社長：遠竹 泰）は、10 月 27 日から

29日の 3日間、幕張メッセで開催される「第 12回 JAPAN IT WEEK秋「IoT&５Gソリューション展」

(以下、Japan IT Week)」に出展し、「ミライトグループと協創する IoT&5G ソリューション 2021 ～ミ

ライの街をつくる～」をメインテーマに掲げ、合計 16 の製品やソリューションを展示します。同ミラ

イトブース内では、期間中、合計 24の特別セミナーを実施します。 
 

ミライトグループが自社ブース内で実施するセミナーは、会期中の 3 日間、それぞれのテーマ

を設定し、実施します。初日の 27 日は、「ミライの街づくり DAY」と題し、通信建設会社の立場か

ら、ミライトグループが考えるローカル5G／5Gビジネスをテーマとしたセミナーをはじめ、水道DX

や災害時のドローン活用など防災や都市計画、インフラ整備の提案を行います。また、28 日、29

日は、「DX で実現！ミライの働き方 DAY」として、「スマートストアを実現する電子棚札」や「勤務

形態と健康状態を自動で集計するコンレポ」、「SD-WAN マネージドサービス」など、 ロケーショ

ンフリーな新しい働き方を提案します。本セミナーは、申し込みなしで、参加・聴講することが可能

です。 
 

また、ミライトでは、10 月 4 日より、同社が運営しているオウンドメディア「未来図」において、

「Japan IT Week特集サイト」をオープンしており、Japan IT Weekに出展する製品の紹介や見どこ

ろ案内を順次開始しています。同時に、展示会期間中は、同サイト内でも、セミナーの模様をオ

ンラインで配信する予定です。 
 

「Japan IT Week」は、IoT&5G ソリューション展をはじめ、クラウド業務改革 EXPO、情報セキュ

リティ EXPO等、合計 11の専門展から構成される ITの展示会です。設計・開発部門、ネットワー

ク運用部門から情報システム部門、経営企画部門、マーケティング部門など、合計 54,000 名の

来場が予定され、約 830社が出展します。 
 

本セミナーの詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

第 12 回 JAPAN IT WEEK 秋」の自社ブース内で、 

最新のテクノロジーやソリューションを紹介する特別セミナーを開催 

～「ミライの街をつくる」をテーマに、合計 24 のセミナーを連日実施～ 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ミライト 

経営企画本部 

広報コミュニケーションデザイン部 

広報室 

TEL：03-6807-3711 

URL：https://www.mrt.mirait.co.jp 
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別紙  

 

１ ミライトグループ JAPAN IT WEEK セミナースケジュール 

実施日 時間 テーマ 講師 

10月 27日 

「ミライの街

づくり DAY」 
11:00～11:20 

点群取得サービス及び PointLink（3D 点

群 web ブラウザ用ビューア）のご紹介 

株式会社ミライト 

フロンティアサービス推進部  

デジタルツイン PJ担当 

米山 幹一郎  

11:40～12:00 
「災害対策ソリューション」ドローンを活用

した災害調査 

株式会社ミラテクドローン 

代表取締役社長 

佐々木 康之  

12:20～12:40 
ミライトが考えるローカル 5G／5Gについ

て 

株式会社ミライト 

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ推進部  

担当部長 

佐藤 一夫  

13:00～13:20 

国内初！京都から始まるミライの集客施

設運営 

「WaitTImeによる行列解析システム」 

WaitTime 社 

日本事業部長 

野口 広明  

13:40～14:00 
点群取得サービス及び PointLink（3D 点

群 web ブラウザ用ビューア）のご紹介 

株式会社ミライト 

フロンティアサービス推進部  

デジタルツイン PJ担当 

米山 幹一郎  

14:20～14:40 
水道インフラ設備業務へのデジタル技術

導入 

株式会社ミライト・テクノロジ

ーズ 

IoT＆ICT事業推進本部  

アライアンス推進部 

平井 穣  

15:00～15:20 
オフグリッド電源ポール×サイネージ 

～発電・蓄電・IoT技術の融合～ 

株式会社次世代商品開発研

究所 

NJMC研究開発室 室長 

河野 憲亮  

15:40～16:00 

ワーケーション施設も手軽に実現！ 

「ゼロからつくる高速ネットワークインフ

ラ」 

ソネット株式会社 

取締役 ICT ソリューション部 

統括 

小林 康英  

10月 28日

「DXで実

現！ミライの

働き方 DAY」 

11:00～11:20 
最新事例から学ぶ社内ネットワークの課

題と SD-WAN導入のメリット 

株式会社ミライト 

ソリューション事業本部 ＳＥ

部 担当部長 

柴田 輝昭 

11:40～12:00 「スマートストアを実現する電子棚札」 

株式会社 CREiST 

ソリューション営業 2部 部長 

森 照寿  



12:20～12:40 

ワーケーション施設も手軽に実現！ 

「ゼロからつくる高速ネットワークインフ

ラ」 

ソネット株式会社 

取締役 ICT ソリューション部 

統括 

小林 康英  

13:00～13:20 

With コロナ/After コロナ時代における新

しい働き方をご支援する「コンレポ（コン

ディションレポート）」のご紹介 

株式会社ミライト 

ＳＩ事業本部 デジタルデザイ

ン部 担当部長 

佐々木 伸 

13:40～14:00 
最新事例から学ぶ社内ネットワークの課

題と SD-WAN導入のメリット 

株式会社ミライト 

ソリューション事業本部 ＳＥ

部  

高木 恒平  

14:20～14:40 
水道インフラ設備業務へのデジタル技術

導入 

株式会社ミライト・テクノロジ

ーズ 

IoT＆ICT事業推進本部  

アライアンス推進部 

平井 穣  

15:00～15:20 
「災害対策ソリューション」ドローンを活用

した災害調査 

株式会社ミラテクドローン 

事業戦略部 企画戦略グル

ープリーダー 

薮内 基博  

15:40～16:00 

With コロナ/After コロナ時代における新

しい働き方をご支援する「コンレポ（コン

ディションレポート）」のご紹介 

株式会社ミライト 

ＳＩ事業本部 デジタルデザイ

ン部 

冨永 愛 

10月 29日 

「DXで実

現！ミライの

働き方 DAY」 

11:00～11:20 
ミライトが考えるローカル 5G／5Gについ

て 

株式会社ミライト 

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ推進部  

担当部長 

佐藤 一夫  

11:40～12:00 
水道インフラ設備業務へのデジタル技術

導入 

株式会社ミライト・テクノロジ

ーズ 

IoT＆ICT事業推進本部  

アライアンス推進部 

平井 穣  

12:20～12:40 
最新事例から学ぶ社内ネットワークの課

題と SD-WAN導入のメリット 

株式会社ミライト 

ソリューション事業本部 ＳＥ

部  

高木 恒平 

13:00～13:20 
ローカル 5G 無線エリア構築の秘訣につ

いて 

株式会社ミライト 

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ推進部  

担当部長 

高橋 宏寿  

13:40～14:00 国内初！京都から始まるミライの集客施 WaitTime 社 



設運営 

「WaitTImeによる行列解析システム」 

日本事業部長 

野口 広明  

14:20～14:40 「スマートストアを実現する電子棚札」 

株式会社ミライト・テクノロジ

ーズ 

ソリューション事業推進本部  

東日本事業部 担当課長 

中村 知史  

15:00～15:20 

With コロナ/After コロナ時代における新

しい働き方をご支援する「コンレポ（コン

ディションレポート）」のご紹介 

株式会社ミライト 

ＳＩ事業本部 デジタルデザイ

ン部 担当部長 

佐々木 伸 

15:40～16:00 
「災害対策ソリューション」ドローンを活用

した災害調査 

株式会社ミラテクドローン 

営業本部 マネージャー 

佐藤 智弥  

 

 

２ セミナー会場 

幕張メッセ ホール番号６ 小間番号３５－３６ ミライトグループブース内 

 

 

３ 出展キービジュアル「ミライの街をつくる 2021」 

 

 

４ 特集サイト 

オウンドメディア： 未来図特別版「Japan IT Week 2021 特集」 

  URL：https://www.va-intl.co.jp/miraiz_sp/ 
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