
基調講演　講師のご紹介
株式会社アイ・ティ・アール
会長/エグゼクティブ・アナリスト
内山　悟志 (うちやま　さとし) 氏

【専門分野】
■IT 戦略、IT ガバナンス
■デジタルイノベーション/デジタルトランスフォーメーション (DX)
■デジタルビジネス戦略/ビジネスモデル

大手外資系企業の情報システム部門などを経て、1989 年からデー
タクエスト・ジャパン (現ガートナージャパン) で IT 分野のシニア・
アナリストとして国内外の主要ベンダーの戦略策定に参画。
1994 年に情報技術研究所 (現アイ・ティ・アール) を設立し、代表
取締役に就任し、プリンシパル・アナリストとして活動後、2019
年 2 月に会長/エグゼクティブ・アナリストに就任。ユーザー企業の
IT 戦略立案・実行およびデジタルイノベーション創出のためのアドバ
イスやコンサルティングを提供している。講演・執筆多数。

新型コロナウイルスの影響で、世界が大きな打撃を受けました。
ビジネスにおいても、日々状況が移り変わり、
時には「閉塞」や「停滞」に飲み込まれそうに感じることもあります。
しかし、このような時だからこそ、IT に関わる私たちが、IT の力でビジネスをより良い方向へ突き動かしていく、
「デジタルトランスフォーメーション (DX) 推進のターニングポイント」ではないでしょうか。

今年の GeneXus Day では、GeneXus とともに「一歩」を踏み出した企業様から、
GeneXus を用いて挑戦されたことや、デジタルトランスフォーメーション推進のヒントをご共有いただきます。
ご参加いただく皆様が「一歩」を踏み出すヒントとなるように、
私たちとともに歩んでいくエールをお届けできるように、
テーマ「One Step Ahead 〜DX 推進のターニングポイント〜」のもと、お届けします。
どうぞ奮ってご参加ください。

・ローコード開発ツールや GeneXus にご興味、ご関心のある方
・デジタルトランスフォーメーションの推進を担う方
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【お断り】

◆競合企業様からのお申し込みは、お断りをさせていただきます。予めご了承ください。

【字幕つき映像での提供】
GeneXus の開発元である GeneXus S.A. (ウルグアイ) の CEO
と CTO、キーマンたちよりセッションをお届けします。
前半は GeneXus S.A. のこれからの展開を、後半はミッションク
リティカルなシステムを作るための今後の課題と、GeneXus に
よってそれらにどのように立ち向かうことができるのかをご説明し
ます。

12:15～13:30

開会の挨拶10:00～10:10
ジェネクサス・ジャパン株式会社
代表取締役社長　大脇　文雄

時間 講演タイトル 講演者 概要

11:35～12:15
＜GXJ 講演＞
DX を支えるソフトウェア開発基盤の考え方
－ 超えられない現状を超えるための第一歩 －

ジェネクサス・ジャパン株式会社
技術サポート部　コンサルティング課
マネージャー　松本　右

デジタルトランスフォーメーション (DX) が課題として取り上げら
れるようになってから暫くが経ちましたが、思うように進まない現
状があるのではないでしょうか。
今回のセッションでは、DX を支えるソフトウェア開発基盤として
弊社製品である “GeneXus” がどのように活用できるのか、DX
の実現を目指すための一歩をお話させていただきます。

10:55～11:35

＜GeneXus S.A. 講演＞
Helping companies around the world to
create software that changes people life
(世界中の企業による「世の中を変えるソフト
ウェア開発」について)

GeneXus: Beyond Low Code
(GeneXus: ローコードを超えて)

コロナ禍によりデジタル化に対する関心が一層高まり、デジタルト
ランスフォーメーション (DX) は次のステージに突入したといえま
す。
本講演では、DX の本質的な意義とは何か、DX の全体像を示した
うえで、どこに軸足を置き、どのような企業を目指すことが求めら
れるのかについて言及します。
また、国内における成功事例や失敗・停滞のパターンを踏まえて、
企業が取り組むべき課題と推進のポイントについて示唆します。

株式会社アイ・ティ・アール
会長／エグゼクティブ・アナリスト
内山　悟志　氏

＜基調講演＞
進化するＤＸの本質と推進の要点

10:10～10:55

GeneXus S.A.
CEO　Nicolás Jodal　ほか

GeneXus S.A.
CTO　Gastón Milano　ほか

13:30～14:00

＜国内事例発表＞
GeneXusによる基幹システムの
　　リプレイス事例
～収納代行システム再構築プロジェクト～

株式会社東急コミュニティー
IT 推進部システム統括センター
システムソリューションチーム
柏木　拓　様

弊社では、レガシーであった基幹システムの再構築プロジェクトを
立ち上げ、その一部である「収納代行機能」の再構築を GeneXus
を使用して行いました。
今回は、GeneXus を利用した大規模開発の事例をご紹介いたしま
す。

休憩

14:00～14:30
＜国内事例発表＞
全社を挙げた DX 推進・顧客サービスの実現
店舗宅配システム

株式会社　鈴廣蒲鉾本店
業務改革部
部長　志村　明規　様

社内 DX の取り組み課題のひとつ、手書き宅送伝票をデジタル変換
し、宅送お届け日数の短縮をはじめサービスの向上を実現しまし
た。
また、出荷作業担当者の負担を軽減することができました。
ローコード開発 GeneXus を駆使した自社開発の利便性を活かし、
改善項目収集、改修、リリースを短期間に繰り返し、お客様満足度
と社員満足度を両立しています。

14:30～14:35 休憩

16:10～16:20 ジェネクサス・ユーザー会のご紹介
ジェネクサス・ユーザー会
会長　山路　浩　様 (秋津鋼材株式会社)

14:35～15:05
＜国内事例発表＞
DX への挑戦・GeneXus 最新 Ver.17 への
　　　　　　　　　　　　　　ステップアップ

三和特殊鋼株式会社
代表取締役社長　勝野　茂　様

サントクコンピュータサービス株式会社
システムインテグレーション部
課長　吉川　智宏　様

三和特殊鋼株式会社様では、GeneXus 9 で構築したシステムを長
年ご利用頂きました。
最新 GeneXus 17 への再構築事例から成功に導くGeneXusの構
築方法をご紹介します。
再構築にあたり、お客様からの様々なＤＸ要望に対しスマートデバ
イスをはじめとして新機能を活用した事例も併せて紹介いたしま
す。

15:05～15:35
＜国内事例発表＞
りそなグループ次世代営業店システムでの
GeneXus 適用事例

株式会社イノベーティブ･ソリューションズ
取締役 CTO　横井　利和　様

■ ゲストスピーカー
NTT データソフィア株式会社
取締役副社長　白鳥　哲也　様

りそなホールディングスは次世代営業店システムを GeneXus を活
用して再構築しました。
GeneXus 採用に至る経緯から導入ステップ、再構築時のポイント
など弊社が支援した内容を技術的観点も交えて講演いたします。

★お申し込みの前にご確認ください★
【個人情報の取り扱い】
◆当お申し込みフォームにご登録の情報は弊社パートナーと情報を共有し、
　当セミナーのご案内ならびに新製品や今後のイベントのご案内等に使用します。
　尚、個人情報は外部委託先にて管理しますが、弊社は外部委託先の情報管理を徹底します。

<お申し込みの際の注意事項>
・代表や代理で、ご本人様以外の参加のお申し込みをされる場合には、
　参加される方のメールアドレスを用いて登録をしてください。
・お申し込み後に登録完了メールが届かない場合は、seminar@genexus.jp へ
　お問い合わせください。
　登録完了メールは「@zoom.us」のドメインより送信されます。

お問合せは　サントクコンピュータサービス株式会社　まで
MAIL：genexus@mail.santoku-cs.co.jp
T E L：079-234-3536

15:35～15:40 休憩

■各講演の開始・終了時間は前後する可能性があります。

　ご視聴の際は、お時間に余裕をもってログインしていただきますようお願い致します。

■プログラムの内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

16:20～16:25 閉会の挨拶
 	ジェネクサス・ジャパン株式会社
常務取締役　諸橋　隆也

15:40～16:10

＜海外事例発表＞
COVID-19 sped up digital transformation,
WorkWithPlus facilitated it
(COVID-19 影響下での WorkWithPlus の
DX 推進)

WorkWithPlus and
DVelop Software Solutions
Director and CEO　Agustín
Napoleone

字幕つき映像での提供】
COVID-19 は企業をテクノロジーの転換点に押しやり、ビジネス
を大きく変化させました。
このような環境で競争力を維持するには、新しい戦略と手法が必要
です。
このセッションでは、WorkWithPlus と GeneXus を組み合わせ
て、記録的短時間で優れた Web およびモバイルソリューションを
実現したサクセスストーリーをご紹介します。


