
10月14日［水］Day1

Openning Keynote

持続可能なレジリエント・シティの実現に向けて
AIを活用したコロナ禍での避難所運営実証

～DXを実現するインフラの最適解～

データを価値に変えてより豊かな社会を実現

～スマートものづくり実現に向けた最適なアプローチとは～
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ニューノーマル時代に求められるデジタルインフラとはS05

15:50~16:40

16:50~17:20

S04 実践事例から紐解く、日本におけるDXの勘所

時田 隆仁
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下記のキャンペーンサイトよりお申込みください。この他にも、多数のセッションをご用意しています。合わせてご視聴ください。

Highlight Sessions（10種）　：　10月14日（水）よりオンデマンドで配信
Breakout Sessions（約60種）：10月16日（金）よりオンデマンドで配信
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～現場の声とデータを活かしたマネジメント～

～大学におけるDXの進め方～

当社13万人が実践している働き方改革をグローバルスタンダードとして提案

～ 5G、そしてその先の6Gで実現する未来 ～

社会課題解決に貢献する「富岳」とそれを支える富士通のテクノロジー

ポストコロナ時代の信頼の実現 SIP「スマート物流サービス」で実現する新たな物流業界基盤

アイデンティティ流通技術「IDYX」による異業種連携

10月15日［木］Day2
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S11 真の多様性をDXで実現する社会
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大企業との協業によりDXビジネスを創出するには ?
スタートアップから見たニューノーマルでのビジネスチャンスS17
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