NEWS RELEASE
2021 年 10 月 19 日
株式会社ミライト・テクノロジーズ

「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～

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）と株式
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）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。
「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。
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