
報道関係各位 2019年10月3日

「デジタル変革」の最前線
イベント規模を拡大して開催

テクノロジーとの融合によって劇的に変わりつつあるビジネス。このデジタル変革の最
前線をお伝えするべく、日経BPは2019年10月9日から11日、東京ビッグサイトで大型イ
ベント「日経 xTECH EXPO」を開催します。
第2回となる今年は、新たに2つのイベント「クロスヘルス EXPO」と

「日経クロストレンド EXPO」を加え、日本最大級の「デジタルの祭典」へ進化します。
本イベントでは、AI、IoT、自動運転、ロボットなどの最先端テクノロジーと、ものづく

り、建設、金融、ヘルスケア、マーケティングといった様々なビジネスを融合させて、
「境界（クロス）領域」で起こりつつあるイノベーションを体感することができます。
報道関係の皆様におかれましては、話題のテクノロジーの最新動向を取材する場としてご
活用いただければ幸いです。
※取材当日は西ホール1階総合受付のPRESS受付にてご登録のうえご入場ください。

開催概要
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公式サイト：日経 xTECH EXPO https://nkbp.jp/xtecex
クロスヘルス EXPO https://nkbp.jp/xh2019
日経クロストレンド EXPO https://nkbp.jp/xte19

会 期：2019年10月9日（水）～11日（金） 10：00～17：30
会 場：東京ビッグサイト 西1～4ホール ※PRESS受付：西ホール総合受付
主 催：日経BP
予定来場者数：100,000人（3展合計）
特 別 企 画：スリープテックEXPO

ディープラーニング・パビリオン（協力：日本ディープラーニング協会）
同 時 開 催：xPython Meet Up & Conference 2019

https://expo.nikkeibp.co.jp/xpython/
～若手開発者向けのMeet Up ＆カンファレンスイベント～
日時：2019年10月9日（水）11：30～19：00
会場：東京ビッグサイト 会議棟1F

http://nkbp.jp/xtecex
https://nkbp.jp/xh2019
https://nkbp.jp/xte19
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出展社数 ：376社（前回309）/921小間（前回739）

主な出展企業 ：インテル、日本マイクロソフト、ソラコム、パナソニック、
大塚商会、日本IBM、富士通、オービック、横河電機、
アマゾンウェブサービス、Sky など

来場者数（予定）：70,000人以上（前回76,608人）

セミナー ：8会場全134枠（前回実績：全131枠）

◆ 開催概要

総 称 日経 xTECH EXPO 2019
主 催 日経BP
後 援 総務省、経済産業省
協 力 日本経済新聞社、テレビ東京
同時開催 エンタープライズICT 2019

クラウド Impact 2019
Security Solution 2019
人工知能/ビジネスAI 2019
FinTech & ブロックチェーン 2019
IoT Japan 2019
デジタルものづくり 2019
建設テック 2019
働き方改革 2019
HRテック&ラーニングテクノロジー 2019
デジタルドキュメント 2019
（主催：公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会／共催：日経BP）

協力媒体 日経 xTECH、日経コンピュータ、日経SYSTEMS、
日経NETWORK、日経エレクトロニクス、日経ものづくり、
日経Automotive、日経アーキテクチュア、日経ホームビルダー、
日経コンストラクション、日経FinTech

入場料 入場料：3,000円（消費税込、招待者・事前登録者は無料）

＜展示会規模（※10月2日現在）＞



◆ 特別企画
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日経 xTECH EXPO AWARD 2019

日経 xTECH EXPO 2019の全出展製品/サービスを対象に、日
経BPの専門記者が審査し、グランプリ／準グランプリを選定、
表彰します。開催初日に審査、翌日に結果発表、最終日のメイ
ンシアターで受賞企業インタビューを行います。

テスラの最新電気自動車「モデル3」を分解展示

日経BPは、テスラの電気自動車の最新版である「モデル3」
と高級車種である「モデルS」を分解調査するプロジェクト
を実施中です。テスラは従来の自動車メーカーとは違い、電
気自動車専用として車体からパワートレーン、内装品に至る
まで独自設計しています。モデルSは高級車として少量生産
されてきましたが、モデル3は低価格版の普及車として大量
生産され、2019年秋から日本でも納車が始まったばかりの最
新車種です。本企画では、モデル３とモデルSの主要部品を
はじめ、モデル3のプラットフォームを実物展示します。世
界最先端の電気自動車の内部構造が分かる貴重な機会です。

建設テックシアター

昨年も好評を博した主催者企画「建設テックシアター」を、
今年も「建設テック2019」会場内にて実施します。
「日経アーキテクチュア」や「日経コンストラクション」
といった日経BPが発行する雑誌の記者が、日々の取材を
通して面白いと感じた「建設×IT」に関するテーマやト
ピックスなどを分かりやすく解説します。また、建築や土
木におけるIT活用を取り上げた雑誌の特集記事などをパ
ネル展示し、建設業界におけるIT活用の事例をご紹介し
ます。さらに、編集記者による講演の合間には、2020年
に向けた会場施設の建築現場を撮影した「タイムラプス動
画」も投影する予定です（東京都「東京動画」提供）。

編集記者による講演、特集記事のパネル展示、建築現場の動画放映



◆ 基調講演・特別講演（抜粋）

10/9（水）

10/10（木）

10/11（金）
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10:00～10：40展示会場内アリーナ

楽天副社長執行役員CIO & CISO 平井康文氏

12:30～13：10展示会場内アリーナ

未来調達研究所コンサルタント坂口孝則氏

10：00～10：40展示会場内アリーナ

JAXA宇宙科学研究所津田雄一氏

12：30～13：10展示会場内アリーナ

東日本旅客鉄道 常務取締役CTO・CISO太田朝道氏

14:30～15：10展示会場内アリーナ

MONET Technologies代表取締役社長兼 CEO 宮川潤一氏

16：30～17：10展示会場内アリーナ

パナソニックビジネスイノベーション本部長馬場渉氏

9：50～11：10展示会場内アリーナ

・マツダ 執行役員木谷昭博氏
・独シーメンス ファクトリーオートメーション

海外営業担当シニアディレクター サッシャ・メヌル 氏

・ロックウェル・オートメーション
エンタープライズアカウント＆ソフトウエアセールス担当副社長
ジョセフ・バルトロメオ 氏

12：30～13：10展示会場内アリーナ

ダイキン工業専務執行役員峯野義博氏



5

◆ 開催概要

出展社数 ：32社／64小間
主な出展企業 ：トレジャーデータ、Data Science Fes 2019、プレイド、

Yappli、LIDDELL、デンソー、AKRacing など
来場者数（予定）：20,000人
セミナー ：4会場全46枠（有料1枠／無料45枠）

総 称 日経クロストレンド EXPO 2019
主 催 日経BP
協 力 日本経済新聞、テレビ東京
協力媒体 日経クロストレンド、日経トレンディ

＜展示会規模（※10月2日現在）＞

◆ 特別企画
Data Science Fes 2019

DSFes 学生コンペティション 学生データコンペティション本選（最終選考）・表彰式
日時：2019年10月9日（水）13:00～17:00
場所：東京ビッグサイト会議棟 1F

◆プログラム
12:30 開場
13:00 特別講演
「データサイエンティストが本音で語る！学生が働きたい職場とは？企業が受け入れたい学生とは？」
デジタルガレージ執行役員 チーフデータオフィサー渋谷直正 氏 ほか
モデレーター：野村総合研究所 ICT メディア・サービス産業コンサルティング部上級コンサルタント
鈴木 良介 氏
13:30 開会のあいさつ：学生データコンペティション本選レギュレーションの説明
14:00 分析部門：パネルディスカッション
14:30 ビジネス提案部門発表 3チーム×15分間プレゼンテーション
15:30 協賛講演
➀日本電気 AI・アナリティクス事業部 担当 世良 拓也 氏
②デロイト トーマツ コンサルティング マネージャー 板倉 洋介 氏
16:00 発表・表彰式
●特別審査員・監修
鹿内 学氏（シンギュレイト）
●審査員
渋谷 直正氏（デジタルガレージ執行役員 チーフデータオフィサー）
鈴木 良介氏（野村総合研究所ICTメディア・サービス産業コンサルティング部上級コンサルタント）
杉山 俊幸 （日経BP 日経クロストレンド 特別編集委員） ほか



◆ 特別企画

6

「人間拡張」をテーマにした特別体験展示

ロボットやAIなどを駆使して人間の能力を高める「人間拡張」。未来の技術と思わ
れがちだが、実は産業化が迫っている。次のメガトレンドである人間拡張の最新デ
モを展示する。

①「自宅で毎日気軽に『人間拡張』」
産業技術総合研究所 人間拡張研究センター

フレキシブルセンサによって人に負荷なく計測し、AIを
使った解析によって、運動の動機付けに活用するためのシ
ステムを展示。バランスボールに座るだけで、姿勢や筋活
動などのデータを推定するデモを実施する。

②「パートナーロボット ugo(ユーゴー)」
Mira Robotics

パートナーロボット「ugo（ユーゴー）」が、毎日の家事
をお手伝いしてくれるデモンストレーションを展示。ugo
を遠隔操作して、洗濯物をたたんだり、テーブルをふき取
る、といったデモを通じて、人間拡張の可能性を知ること
ができる。

「2019年ヒット商品」総選挙

日経トレンディの12月号恒例企画「ヒット商品ベスト30」。今年
は日経クロストレンドと共同で選考し、11月2日発売の本誌にてラ
ンキングを発表する。「日経クロストレンドEXPO 2019」では、今
年流行った商品・サービスをいち早く陳列。来場者による「2019年
にヒットしたモノ」の投票を実施し、その結果は日経トレンディの
誌面にも掲載する。



◆ 基調講演・特別講演（抜粋）

10/9（水）

10/10（木）

10/11（金）
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10:30 ～ 11:10 会場セミナー会場W

KINTO 副社長執行役員 本條 聡 氏

16:20 ～ 17:00 会場セミナー会場W
キリンビール 常務執行役員 マーケティング本部マーケティング部長
兼 マーケティング本部マーケティング部商品開発研究所長 山形 光晴 氏

10：30～11：10 セミナー会場Ｗ

ナビタイムジャパン 代表取締役社長 大西 啓介 氏
Luup 代表取締役社長兼CEO 岡井大輝 氏
WHILL 代表取締役兼CEO 杉江 理 氏

13:00~14:30 セミナー会場W

プリファードネットワークス 執行役員 富永 朋信 氏
クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部 大輔 氏
takram 代表 田川 欣哉 氏

10:30 ～ 11:10 会場セミナー会場W

LINE Pay 取締役COO 長福 久弘 氏
楽天ペイメント 執行役員 楽天ペイ事業本部本部長小林 重信 氏
メルペイ 執行役員 CBO 山本 真人 氏

13:00 ～ 13:50 会場 セミナー会場W

MaaS Global CEO Sampo Hietanen 氏
三井不動産 経営企画部 ビジネスイノベーション推進グループ
グループ長 川路 武 氏
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◆ 開催概要

出展社数 ：55社/56小間
主な出展/協賛社：日本調剤、日本生命、フィリップス・ジャパン、TIS、

アマゾンジャパン、エプソン販売 など
来場者数（予定）：10,000人
セミナー ：4会場全56枠（有料15枠／無料41枠）

総 称 クロスヘルス EXPO 2019
主 催 日経BP
後 援 厚生労働省、経済産業省、日本医師会
展示ゾーン 医療・介護マネジメント、ドラッグインフォメーション、

医療・介護 IT 、デジタルヘルス Days
協力媒体 日経メディカル、日経ヘルスケア、日経ドラッグインフォメーション、

日経バイオテク、日経デジタルヘルス

＜展示会規模（※10月2日現在）＞

日経BPでは、医療・介護・健康といったヘルスケアに関わる多様な支え手が一堂
に会して交流するイベント「クロスヘルス EXPO 2019」を初めて開催いたします。
ヘルスケア関連のあらゆる人・業界・業種をつないで「クロス」させることにより、
ヘルスケアサービスの革新をサポートしていく新しいタイプのイベントです。

「クロスヘルス EXPO 2019」では、日経BPの医療・介護関連媒体で培った知見
とネットワークをフルに活用し、ヘルスケアに関わる行政や団体のキーパーソンが
登壇する質の高いセミナーを数多く用意いたしました。また会場には、ヘルスケア
関連の様々な新商品や新サービスを紹介するブースが出展し、医療・介護の担い手
と産業界の「クロス」を強力にサポートいたします。

報道関係の皆様におかれましては、本イベント「クロスヘルス EXPO 2019」を、
ヘルスケア分野におけるイノベーションの最前線を取材する場としてご活用いただ
けますようお願い申し上げます。
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◆ 特別企画（セミナー会場C）

「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト」は、ヘルスケア分野の社会的課題の解
決に挑戦する優れた団体・企業などを表彰する経済産業省主催のビジネスコンテスト。
2016年3月に初開催され、これまでに4回行われてきました。従来は、ファイナリス
トによる最終審査会のみ公開されてきましたが、その前哨戦である二次審査のプレゼ
ンテーション大会をクロスヘルスEXPO 2019の会場で2日間にわたって初公開します。

10月9日（水）12:00～17:00 「アイデアコンテスト」部門
10月10日（木）11:00～17:00 「ビジネスコンテスト」部門

●経済産業省コラボレーション企画
日々生まれるヘルスケア分野のテクノロジーやアイデア、ソリューションを披露！

「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2020」（二次審査）

●日本医師会コラボレーション企画
医師のアイデアを製品開発に
―日本医師会が取り組む医療機器開発支援事業とは

10月11日（金）10:30～12:10
日本医師会では2015年から、医師のニーズやアイデアに基づく医師主導による医療
機器開発と事業化のための支援に取り組んでいます。新たな医療機器や技術の開発を
促し、国民により質の高い医療を提供していくのが狙いです。本企画では、事業説明
の後、製品化を実現したアイデアの発案者である医師を招いて成果事例を報告いただ
きます。さらに、トークセッションで企業との連携がうまく進むためのコツを掘り下
げます。

10月11日（金）13:00～15:00

関東経済産業局では、ヘルスケアベンチャー等、民間企業のソリューションを活用
した医療・介護・予防等の地域課題の解決促進に取り組んでいます。本セミナーで
は、先進自治体によるヘルスケアベンチャー活用事例を紹介するとともに、自治体
向けソリューションを有するヘルスケアベンチャー各社から地域課題解決に向けた
ソリューションを紹介。自治体×ヘルスケアベンチャーの連携機運を高め、マッチン
グを支援することにより、地域課題解決につなげていきます。

●関東経済産業局コラボレーション企画
自治体×ヘルスケアベンチャー マッチング支援セミナー

ヘルスケアベンチャー活用による自治体の課題解決
―医療・介護等の地域課題解決に向けた自治体×ベンチャー連携のポイント



◆ セミナー（抜粋）
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10：00～11：40 セミナー会場Ｂ（有料）
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長 西川 和見 氏
【協賛社講演】日本生命 営業企画部 ヘルスケア事業開発部長 神谷 佳典 氏

12：40～14：20 セミナー会場A（有料）

厚生労働省 医政局長 吉田学氏
【協賛社講演】日本調剤 取締役 フォーミュラリー事業推進部長 増原 慶壮 氏

15：00～16：20 セミナー会場A（有料）

厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 田宮 憲一 氏

10/9（水）

10/10（木）

10/11（金）

10：00～11：00 セミナー会場A（有料）

厚生労働省 保険局 医療課長 森光 敬子 氏

12：20～13：20 セミナー会場A（有料）

厚生労働省 老健局 老人保健課長 眞鍋 馨 氏

15：00～16：20セミナー会場A（有料）

【日経ヘルスケア創刊30周年記念シンポジウム】
日本病院会長 相澤 孝夫 氏 ほか

10：00～11：40 セミナー会場A（有料）

【クロスヘルスEXPO 設立記念シンポジウム】
日本医師会長 横倉 義武 氏 ほか
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日経BP イベント事務局
itevents@nikkeibp.co.jp 

●本件に関するお問い合わせ先


