ダイレクトメールによる、マーケティング

（株）KDDI エボルバ
·「AIChat」for touching：導線設計〜運用＋
有人対応までワンストップで提供
· 音声認識・画像認識：テキストの次に来る顧客
体験・CX 向上の為のサービス

ストックマーク（株）
· Anews：企業様向け WEB ニュース

配信サービス
· Asales：営業現場の付加価値向上・業務効率
化サービス

住友電工情報システム（株）
· QuickSolution：AI で「探し方」改革！

を支援する

（一社）日本ディープラーニング協会
· G 検定：ディープラーニングを事業に活かす

知識の検定試験
· E 資格：ディープラーニングの実装力を認定する
資格試験

（株）ニューテック
：
· Cloudy DP（Deep Leaning Platform）

人工知能による特許調査・分析システム

ベイシス・テクノロジー（株）
· Rosette - テキスト解析プラットフォーム：

非構造化テキスト解析のための多言語対応
ライブラリ
· Luminoso - AI ベースの自然言語理解ソフト
ウェア：非構造化テキストを解析し、価値を見出す

ディープラーニングに最適なストレージサーバ

03-6868-8352

〜
〜

人工知能は社会の在り方をどう変えていくのか、将来展望について述べる。
特に、産業構造転換、雇用構造転換、教育構造転換、研究開発の在り方、人間
と人工知能の関係等を含め、人工知能の将来を総合的な観点から展望する。
また、
日本の人工知能戦略について現時点での概要を説明する。

〜

（株）ABEJA 代表取締役社長
岡田 陽介

（株）グリッド 代表取締役
曽我部 完

最新の人工知能技術とその応用
〜自動車、産業用機器、バイオヘルスケア、
パーソナルロボット〜
（株）Preferred Networks 代表取締役副社長
岡野原 大輔

世界のAIビジネス最前線

Amazon Web Services
Director, Applied Science and Artificial Intelligence, Amazon AI
Hassan Sawaf

AI-5

4

量子コンピュータは何をもたらすのか

13：00 量子コンピューターの可能性と
IBM の量子プログラム
4
IBM Systems, Vice President, IBM Q/
14：30

進化する量子コンピューターの世界
〜応用事例と今後の展望〜
D-Wave International
President
Bo Ewald

CTO & Vice President, Technical Strategy
Scott Crowder

［木］

AI-6

基礎講座

15：30 AI・人工知能基礎講座 〜AI 活用の現状と今後の可能性〜
人工知能学会 会長／三菱ケミカルホールディングス 先端技術・事業開発室
デジタルトランスフォーメーショングループ Chief Digital Technology Scientist
浦本 直彦

16：30

AI-7

中国のAIビジネス最前線

（株）菱友システムズ

10：30 アリババクラウドが語る

（株）
レッジ
· AI コンサルティング：情報収集から実装まで

12：00

4

Alibaba Cloud, International Business
Director of Data Intelligence
Jintong Zhu

AI-8

iFLYTEK Co., Ltd.
Corporate Vice President and Co-President of Research
Shipeng Li

ディープラーニング最新動向

協力：
（一社）日本ディープラーニング協会

13：00 「ディープラーニング」の最前線と今後の展望

日

5

AI 実用化に向けた iFLYTEK の開発戦略

産業デジタル化のカギとなるクラウド＆ AI

支援するコンサルティング

· Ledge.ai：AI 専門 Web メディア「Ledge.ai」

【お問合せ先】
（株）KSK アナリティクス

4

03-6228-4932

Asales が目指す営業×AI の未来 〜AI 時代における営業パーソンの働き方改革〜
5 12：45
〜
ストックマーク（株）チーフ ストラテジスト 原部 智哉
：45
13
【お問合せ先】ストックマーク（株） 080-7825-2223
［金］

主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社
AI・人工知能 EXPO 事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 18 階

セミナーに関する
お問合せは

TEL：03-5259-9056（受付時間 10：00〜18：00）
E-mail：ai-con@reedexpo.co.jp

展示会に関する
お問合せは

TEL：03-6634-0786（受付時間 9：00〜18：00）
E-mail：ai-expo@reedexpo.co.jp

▼ 来場者登録欄
ご来場前にあらかじめご記入のうえ、名刺 2 枚を添えて展示会受付にご提出ください。引換えに
入場者バッジをお渡しいたします。

● 来場された方には、今後、DM や電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの
開催案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を
伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は
次の□にチェックを入れてください。 □
● 日本展示会認証協議会による展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話を
させていただく場合があります。
● 弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ
(https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

1.あなたの職業は？（あてはまるものに１つだけ□印を付けてください。）

10：30 Amazon の人工知能 〜人々の生活を変える AI の研究開発最新状況〜
11：30

11：00 住友金属鉱山（株）工務本部 設備技術開発部 青梅グループ グループ長 佐藤 健司
〜
（株）KSK アナリティクス KSK Data Science University 学長 前川 浩基
12：00

問合せ先

日本のAI戦略

AI 戦略実行会議 座長／
（独）日本学術振興会 顧問・学術情報分析センター所長
安西 祐一郎

AI-4

山川 宏

日本電信電話（株）メディアインテリジェンス研究所 所長
飯塚 哲也

AI-3
有力ベンチャーが見通すAIの未来
AI 開発プラットフォームを活用した
15：30 ゆたかな世界を、実装する
〜Use case から見る
次世代の予測・最適化技術について
AI 活用の最先端〜
17：30

チェックポイントを抽出します

を運営
ベクスト
（株）
（株）
レリパ
：
音声マイニングソリューション
VextVoiceMiner
·
全文検索・情報活用システム
度の検索エンジン
ネットフォース（株）
：テキストマイニングツール
VextMiner
·
（株）
ロジック・マイスター
（株）
SENSY
· AI 画像検査 導入支援サービス：製造・物流な
（株）サキヨミ AI ラボ
ヘテロ DB（株）
国内・外国特許調査
：国内外のデータベースから
·
ど
導入コンサル、
支援、
簡易診断
AI
PoC
（株）
センスタイムジャパン
のデジタルプラットフォーム製品群
· サキヨミOS：AI 構築で繰り返される作業の
· PG-Strom：GPU と NVME を用いて高速かつ
特許文献を検索します。
· 工場 IoT/AI センサーデータを活用した作業の
共通化プラットフォーム
· アドバンスドアナリティクスサービス：高度な
（株）
SOINN
手軽なログ処理を実現
自動化：IoT と AI 活用による事例をご紹介します
· 外国出願権利化サポート：外国代理人のネット
分析ソリューションを構築する総合サービス
· 親子連れ広告サービス：5 歳児までの子供達を
· スマホで動く機械学習ライブラリ：スマホ等
ワークを活かし特許出願サポート
（株）ホーユー
惹きつける広告媒体
ネッ
トワンシステムズ
（株）
エッジ端末で使用できる機械学習ライブラリ
MDR（株）
· 自動車価値未来予測：Web の様々なデータや （株）ワイ・ディ・シー
· IIoT-AI ソリューション：製造業向け AI 活用
（株）
· Blueqat：汎用型量子コンピュータのソフトウェア さくらインターネット
ソフト・オンネット・ジャパン（株）
キーワードから未来予測します
（AlgorithmiaElastic,Rapid Miner）
· 高火力コンピューティング ®：高性能かつ費用対
開発キット
· YDC SONAR AI：製造工程改善 AI プラット
· AI-EYE：ディープラーニング画像認識ソリュー
· ICT-AI ソリューション：ICT の運用を AI で
効果に優れた計算リソースサービス
本田技研工業（株）
フォーム
· MDR Quantum Cloud：量子コンピュータの
ション
支える！
（Moogsoft,Elastic,Splunk）
プロジェクトや計算リソース管理
· プローブデータ：約 400 万台以上のプローブデータ
（株）ジーアングル
DRM inside Co., Ltd. ＜韓国＞
· エアポートカーゴ管理システム：AI プランニング （株）野村総合研究所
· キャラクターイラスト評価 AI：この AI はイラスト
（株）マクニカ
を利用したエアポート管理システム
mtes Neural Networks（株）
· imageID：Image Identification
· TRAINA テキストマイニング：VOC・アンケー
の「上手さ」を評価できます。
Technology
マクニカネットワークス（株）
ソプラ（株）
（株）Elix
ト等の 膨大なデータをスムーズに分析
· OPENS DRM：Content DRM
· Driverless AI：機械学習の自動化プラット
· エージェント ソプラ：VOICE ＆ AI インター
· コンサルティング・技術調査：課題のヒヤリング （株）シイエム・シイ
· TRAINA スマートナレッジ：人工知能を活用
（株）CMC Solutions
フォーム
し、窓口業務の効率化と高度化を支援
及び当該領域へ応用可能な技術調査
フエースがアプリを変える
Technology
半自動で返答

· sAI Search：回答を即時に提示する高速・高精

14：00

［水］

月

（株）エニドア
· 超高精度 AI 自動翻訳 T-4OO：精度 95％・
2,000 分野に対応・体験版利用も可能
NTT グループ
FPT ジャパンホールディングス（株）
· akaminds® プラットフォーム：FPT 独自開発

（株）サードウェーブ
（株）サイシード
「話し言葉」を理解し自動もしくは
· sAI Chat：

3

（株）メルカリ 取締役 CPO
濱田 優貴

AI-2

ドワンゴ人工知能
研究所
所長

NTT グループが取組む
AI の活用事例と今後の展望（仮）

13：00 人工知能の将来展望と日本の人工知能戦略

日

安くアノテーションサービスです。

4

情報通信研究
（株）エクサウィザーズ
機構 脳情報通信 代表取締役社長
融合研究センター
センター長
柳田 敏雄
石山 洸

注目の2社が語るAIビジネス

12：00

TM

質問応答システム

06-7711-1950

14：30 「本当は教えたくないチャットボット成功の秘訣」＆最新動向「AI チャットボット 2.0」
〜
（株）KDDI エボルバ AI 戦略室 エバンジェリスト 近藤 浩之
15：30
【お問合せ先】
（株）KDDI エボルバ セミナー事務局 0120-926-736

10：30 メルカリ CPO が考える、
AI 時代のビジネスの変容

月

（株）KSK アナリティクス
· KSKP：IoT や大規模データのための超高速前
· AI コンピューティングソリューション：学習から
処理ツール
推論まで人工知能 /AI 導入をワンストップで
· RapidMiner：ノンプログラミングで高機能な
（株）AI ハヤブサ
機械学習 Platform
· AI ハヤブサ：人工知能検査システム
（大）
公立はこだて未来大学
· 人工知能検査ロボット：曲面・鏡面外観検査
· SAVS：バスとタクシーのいいとこ取りをした
ロボットに AI ハヤブサを搭載
交通システム
（株）エクサウィザーズ
（株）コンシェルジュ
· HR 君：人工知能をフル活用した人事サポート
· Concierge U：プログラミング不要の
サービス
AI チャットボット
· コーチング AI：AI に熟練者の技能を学習させ、
（株）コンピュータマインド
介護者育成をサポート
· CONCORD：ディープラーニング学習用
（株）HBLab ＜ベトナム＞
パッケージ PC
· エモー君：社員のエモーションを管理ツール
· SLAM：自己位置推定と地図作成を同時に行う
· アノテーションサービス：ベトナムで正確に
ソフトウエア

HPC システムズ（株）

AI-1

産業技術総合
研究所／人工知能
研究センター
センター長
辻井 潤一

同時通訳（日・英）

AI／ディープラーニングを支える

エヌビディアのプラットフォーム最前線

●製造業
□ 1．自動車・輸送機器
□ 2．半導体・電子部品・精密機器
●総合電機・家電
□ 3．総合電機・家電
●通信・IT
□ 4．通信・IT
□ 5．ソフトウェア・SI
□ 6．セキュリティ
●社会インフラ
□ 7．交通
□ 8．運輸・物流
□ 9．電気・水道・ガス・エネルギー
●医療・創薬・福祉
□10．医療
□11．創薬・バイオ
□12．美容・化粧品・食品
□13．介護・福祉
●金融・証券・保険
□14．銀行・証券・保険
□15．投資運用会社
□16．ベンチャーキャピタル

●小売・EC・コールセンター
□17．百貨店、コンビニエンスストア、GMS、量販店
□18．飲食店
□19．その他小売
□20．通販・EC
□21．コールセンター
●メディア・広告
□22．メディア（TV局・出版・新聞など）
□23．エンタメ（スポーツ、ゲーム、音楽など）
□24．WEBメディア
□25．広告代理店
●建設・ゼネコン・施設
□26．ディベロッパー・ゼネコン・
ハウスメーカー
□27．レジャー・娯楽施設
●法人・専門家
□28．自治体・官公庁
□29．教育機関・研究機関
□30．専門家・その他ユーザー
●販促・マーケティング
□31．販促・マーケティング部門
□32．宣伝・広報部門
●総務・人事・経理
□33．総務・人事・経理部門

2. 来年度（2020年開催）AI・人工知能 EXPOの出展について
□ 1．
出展を検討したいので、展示会出展案内資料を送付してほしい。
出展の申込みをしたいので、連絡がほしい。
□ 2．
名刺をお持ちでない方は以下にもご記入ください。
貴社名・団体名 :

14：30

東京大学 大学院 工学系研究科 特任准教授
松尾 豊

［金］

AI-9

エヌビディア（同）エンタープライズ事業部 事業部長
井﨑 武士

AI×ブロックチェーン

15：30 AGI（汎用型人工知能）収益化促進に必要な

SingularityNET Foundation
CEO
Ben Goertzel

16：30

セミナー受講のお申込みは

www.ai-expo.jp/seminar/

2018 年 12 月 10 日現在。敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムが変更になる場合、およびテキスト

配付の無い場合がございます。また、掲載枠上 講師の所属・役職を省略させていただいている場合がございます。

所属・役職 :

お名前 :

分散型（ブロックチェーン技術）の重要性とは

▼
▼
▼

（株）ヴィンクス
：販売マネジメント
· SENSY MD（需要予測）
：
· SENSY Marketing Brain（マーケティング）

と」解析ツール

特別講演

理化学研究所
革新知能
統合研究センター
センター長
杉山 将

〜

VNEXT JAPAN（株）

松原 仁

慶應義塾大学
理工学部管理工学科 教授
（元電気通信大学・人工知能
先端研究センター センター長）
栗原 聡

〜

フォーム

（株）Insight Tech
（株）Global ID Footprint ＜シンガポール＞
· アイタス：最先端自然言語処理技術でテキスト
（株）クロスコンパス
分析の課題を解決
· M-IX：製造業に特化した汎用型 AI 生成ツール
· 不満データ分析：1,000 万件のオーガニック
· Wave-IX：時系列解析に特化した「波形まるご
不満データを保有

公立はこだて
未来大学
副理事長

国立情報学
研究所 教授
（前 人工知能学会
会長）
山田 誠二

〜

感情認識したり様々な動きを認識します

（株）グリッド
· ReNom：機械学習 / 深層学習 AI 開発プラット

【お問合せ先】
（株）gemfuture

▲

を深層学習で自動化
· 産業用ロボット向け：産業用ロボット向けの
｢眼｣をディープラーニングを用いた開発

クリスタルメソッド（株）
· 御社だけの AI を作ります：専用のカスタマイズ
された AI を構築いたします！
· あなたのオフィスライフをサポート HAL さん：

【お問合せ先】
（株）ワイ・ディ・シー

世界初！AI が恋愛をナビゲート !? 〜日本の AI 先駆者 3 教授が共同開発〜

▲

（株）インキュビット
· 検査作業向け：時間のかかる点検 ･ 検査の作業

したハードウェアラインナップ

4 12：45 【失敗しない AI 導入の進め方】
〜
（株）ワイ・ディ・シー 製品開発部 部長 内藤 孝雄
3 13：45

AI・loT 時代に製造業が取り組むべき分析組織の作り方

日

等の各種プラットフォーム
· AI 活用ナビゲーション /POC 支援サービス /
AI 教育支援サービス：AI 導入検討から POC ま
でに対応した各種支援サービス

（順不同・法人格省略）

14：30
はこだて未来大学 システム情報科学部 教授 松原 仁／
〜
15：30 北海道大学 情報科学研究科 教授 川村 秀憲／（株）gemfuture 代表取締役 豊嶋 千奈

月

加賀電子（株）
実現
· 分析結果配信ツール「VextPortal」：テキスト （株）キーエンス
マイニングの分析結果を社内に自動配信
· 製造業向けハードウェア：センサ、計測機器、
マイクロスコープ
（株）ALBERT
· AI・画像認識サービス「タクミノメ」：品質検査
QNAP（株）
等に活用可能な画像認識 PoC 支援サービス
· TS-2888X AI-Ready NAS
· AI・高性能チャットボット「Proactive AI」：
· Mustang-200
自動学習機能で手間をかけず精度向上！
ギリア（株）
LINE 連携可能
· 最新の AI 活用事例：幅広い業界における活用
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
事例
· SAS/NVIDIA/ReNom：AI 開発、データ分析
· DEEPstation シリーズ：幅広いニーズに対応

セミナープログラムにつきましては、本分野の第一線でご活躍されている
下記の方々にアドバイスをいただいております。

［水］

〜

プラットフォーム

アドバイザリー コミッティ

〜

コンサルティングサービス

（株）マックスマウス
hachidori（株）
· 人の判断 x AI 技術に着目した業務変革：データ
· hachidori plus：プログラミングレスの
· ホテルコンシェルジュAI チャットボット：宿泊客
と暗黙知を融合し、実践的な AI 開発を早期実現
軽減を実現
チャットボット開発運用ツール
の情報収集を強力サポート、予約率向上に貢献
· 動的な知識活用によるナレッジワークの高度化： パルスボッツ（株）
· 税金コンシェルジュAI チャットボット：自治体単
（株）gemfuture
言語処理フィルタ：アスペクトでベテラン勘所を
位の税制に合わせて自動応答
：世界初！AI が男女の関係進展
· AILL（エイル）
· IFRO Communication Engine：AI スピー
再現
をナビゲート
カーやチャットボットの会話作成システム
丸の内Ａ
Ｉ倶楽部
（株）ダイレクトクラウド
· ネモフ：睡眠の質を向上してくれるロボット
（株）SIGNATE
AI
Market
Value AI：世界のＡＩ製品情報と
·
· ダイレクトクラウドボックス：法人向け
（株）PALTEK
· AI 開発コンサルティング：課題の整理から
ビジネスのマッチング
オンラインストレージ
プロトタイピングまでを行います。
· Edge AI に向けた AI 開発 KIT（ZIA™ C3-KIT) 丸星（株）
· ダイレクトクラウドトーク：仕事の生産性を向上
· AI 開発：オーダーメイドの AI を開発します。
活用サービス：User 作成学習済推論モデルの
させるビジネスチャット
（株）MILIZE
高速処理が可能
（株）システムシェアード
タクトピクセル（株）
産業用
ゲートウェイ活用サービス
：
産業向け
IoT
·
武蔵精密工業（株）
· AI 技術者育成研修：働きながら、AI 技術者になる。 · プードル：印刷工場のための画像認識プラット
の堅牢な IoT ゲートウェイ
フォーム
· デファレンシャルギヤ外観検査システム：
（株）システムズナカシマ
（株）半導体エネルギー研究所
AI でギヤ表面の微細な欠陥（打痕）を検出します。
チャットプラス（株）
· AI×図面 AI による紙図面の機器部材集計：
· 結晶性酸化物半導体の開発：次世代半導体材料
· 溶接ギヤ外観検査 スパッタ検出システム：
AI で機器部材の拾い・集計を行います。
· チャットプラス：導入企業 3000 社 .
の研究開発を進めてきました。
AI で溶接ギヤの表面に付着する金属粒を検出
月額 1,500 円のチャットボットツール
· AI×検品 転移学習による物体検出モデルの
します。
（株）日立情報通信エンジニアリング
構築：転移学習を利用し物体検出モデルを構築 Ｔ
ＩＳ
（株）
します。
（株）メディアドゥ
· Tumbler：ビジネスコミュニケーションの価値 （株）日立製作所
を最大化する AI
（株）シナモン
· Smart 書記：高い認識精度と快適な編集で
（株）日立ソリューションズ・クリエイト
· DialogPlay：業務チャットボットアプリケーション
· Flax Scanner：Flax Scanner は、最先端の
スマートな文字起こしを
（株）日立超 LSI システムズ
非定型帳票対応の AI-OCR
（株）DeepX
モビルス（株）
· Rossa Voice：自然言語処理で精度高める
· AI アルゴリズムの研究開発：人手不足という （株）日立ハイテクソリューションズ
· モビエージェント：チャットボットと人のハイブ
音声 AI 認識ソリューション
課題の解決に貢献できる機械の自動化
華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）
リッドサポートを実現！
（株）シミュラティオ
（株）ティファナ・ドットコム
· Atlas インテリジェントコンピューティングプラット
· モビコンソール：ボットの回答精度を高める
· Falcon：直感的な日本語で検索できる質問応答
· AI さくらさん：企業の業務改善・働き方改革が
フォーム：あらゆるシナリオをカバーする
PDCA 学習プラットフォーム
できる唯一の AI
システム
AI インフラ
（株）
モルフォ
· RPA さくらさん：RPA ロボットで仕事量を
（一社）人工知能学会 (JSAI)
ファッションポケット
（株）
®
10 分の 1 に
：世界最速級のディープラー
SoftNeuro
·
· 学会誌「人工知能」：本会会員向けに隔月発行．
· AI MD：AI エンジンによる世界初のファッション
ニング推論エンジン
（株）
データミックス
最新研究の解説等を掲載．
トレンド予測
· Morpho Deep Detector ：画像検出
· データサイエンティスト育成コース：データサイ
：
· 2019 年度人工知能学会全国大会（第 33 回）
· AI SMART CITY：消費者映像・画像からの
エンジン（人物検出や文字領域検出等）
エンティストを育成するためのスクール。
新潟の朱鷺メッセで
2019 年 6 月 4 日〜7 日，
性別・年齢や属性推定
· ConcentrateLMS：学習中の受講生の集中度
開催予定．
（株）U-NEXT マーケティング
富士ソフ
ト
（株）
を計測し可視化するシステム
新日鉄住金ソリューションズ（株）
· AI コンシェルジュ：音声認識、音声合成、
· AI 総合付加価値創造サービス：社内外の先進
DATUM STUDIO（株）
AI 技術を用いた音声自動応答
ＡＩテクノロジーを駆使しご提供
スキルアップ AI（株）
· データ分析支援サービス：企業のデータ活用の
· RPA FUKUOKA LAB.：RPA ロボの設計、
· AI IT コンサルティング：弊社のスペシャリストが
· AI ジェネラリスト基礎講座：AI をビジネス価値
支援をします。
構築、業務フロー改善、運用代行
AI の導入をコンサルティング
に繋げる基礎力を身につけられます
· AI 構築サービス：機械学習を用い、AI を構築し
· 現場で使えるディープラーニング基礎講座：日
（株）
富士テクニカルリサーチ
ライブリッツ
（株）
ます。
本初、E 資格に対応した JDLA 認定の講座です
自動小型モビリティ
：
レール不要で人や物を
·
野球選手
トラッキングシステム
AI
·
DataRobot Japan
運搬、自立移動小型モビリティ
（株）SCREEN ICT ソフトウエア
Fastmotion：高性能カメラで撮影した選手の
· DataRobot：機械学習自動化プラットーフォーム
動作をデータ化、解析
· デジタルコンテンツファクトリー：システム間連 デフィデ（株）
フューチャー（株）
携、データ変換検査プラットフォーム
· 人工知能フィナンシャルアドバイザリーサービス： · Future AI：戦略やイマジネーションを AI 活用 （株）RAKUDO
により具現化
（株）SCREEN アドバンストシステム
行動経済学と専門家知識の人工知能金融アド
· AI インターフェイス：簡単に AI 搭載 3D キャラ
バイス
ソリューションズ
ブレインズコンサルティング（株）
クターが作成できる！
· Chai - AI Chatbot 構築プラットフォーム：
· AI サジェストによる高速検索システム：文書か
· AI コンサルティング、IT コンサルティング：
RapidMiner, Inc.
類似文自動生成と自己学習する AI チャットボット
ら関連ワードを自動生成し検索時間 70% 減
PoC から IT の実装・適用まで一貫してご支援
（株）Laboro.AI
· 同義語辞書・用語集作成システム：同義語辞書 東映 ツークン研究所
· プロフェッショナル向け AI チャットボット
や用語集を AI で簡単作成
· カスタム AI アルゴリズムの開発：御社の課題や
「こらろぼ」
：実践的ノウハウを結集した
· デジタルヒューマン：AI 技術を表現し、人へとつ
データに合わせた独自の AI を開発します
なぐ、存在です。
AI チャットボットの決定版
（株）図研プリサイト
· AI 導入コンサルティングサービス：AI 導入に
（株）ナレッジ コミュニケーション
· Knowledge Explorer：文書作成に必要な
（株）FRONTEO
必要な知見の提供や議論の整理からサポート
知見を AI で瞬時に引き出すシステム
· ナレコム AI：専門家不要の機械学習自動モデリ
· キビット・ナレッジプローブ：人工知能による
ングサービス
ビジネスデータ分析支援システム
（株）
LegalForce
（株）Studio Ousia
· ナレコム VR：3D モデルで遠隔コミュニケーション
：
· パテントエクスプローラー19（ワンナイン）
· リーガルフォース：契約書を瞬時に検査し
· QA ENGINE：世界最先端人工知能による

日

（株）GAUSS
· GFP：AI 開発を一気通貫でサポートする

（株）Engineered Intelligence
· AI コンサルティング：AI の導入にかかる

SOLIZE（株）

11：00 暗黙知と AI 技術の融合で実現するベテラン業務の変革
〜
SOLIZE（株）シニアマネージャー 地主 亮
12：00
【お問合せ先】SOLIZE（株）広報部 03-5214-1919

月

（株）アグレックス
· テキストマイニングツール「VextMiner」：
テキストから AI 知識データ生成、VOC 分析を

サービス

進化する
· direct：現場のチカラを最大化するビジネス
チャット

（株）JSOL
· 対話型 AI 自動応答ソリューション：運用の負荷

会場：東京ビッグサイト 青海展示棟

出展社による無料公開セミナー

2018 年 12 月 4 日現在。このほかにも多くの公開セミナーを開催。
会場： 展示会場内または隣接会議室
最新の情報は公式 HP でご確認ください。

日

（株）L is B
· AI-FAQ ボット：ユーザーの思考に合わせて

無料・事前申込制

月

（株）アイ・オー・データ機器
· IoT ネットワークカメラ「TS-WRLP」：
5 つのセンサーを搭載したネットワークカメラ
· マルチインターフェイス Gateway：様々な
I/F を選択可能な IoT Gateway ボード
アイ・タップ（株）
· Aiglea：AI を活用した健康経営サポート

セミナープログラム

www.ai-expo.jp

〜

最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

▼
▼
▼

出展社一覧

最新の出展社・製品情報は

下記の出展社一覧は会期約 4 カ月前のものです（ 2018 年 11 月 26 日現在）。

TEL:
FAX:

E-mail:
所在地 : 〒

※一度登録されますと、会期中 3 日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で
何度でも展示会場にご入場いただけます。
AI1
※会場内でのカメラ・ビデオ等による撮影は固くお断りいたします。

