November 12 - 14, 2019 | Tokyo, Japan

The World’s Most Important
Gathering of CIOs and
IT Executives™

11月12日〜14日開催の Gartner IT Symposium/Xpo™ 2019
では、デジタル・トランスフォーメーションの成否を左右し、ITとビジネス
の未来を形作る市場トレンドと、注目すべきテクノロジを明らかにします。

CIO をはじめとするビジネスリーダー、ガートナーのエキスパート、各
業界のリーダー、最先端のソリューション・プロバイダーが一堂に会する

Gartner IT Symposium/Xpo™ では、確信をもってビジネス上の判断
を下し、さらなるリーダーシップを発揮するために必要な知見を手に
入れることができます。

CIOや企業のリーダーの課題を3つの観点から取り上げます。
テクノロジ&インフォメーション
デジタル戦略と企業のトランスフォーメーションを実現する上で、テクノロジの
活用は避けて通れません。
（IoT）、ブロックチェーン、
本トラックでは、人工知能（AI）、モノのインターネット
デジタル・ツインのような新興のテクノロジを採用する機会やそれに伴うリスク
について、明確な知見を提示し、理解を深めます。CIOとITエグゼクティブは、
これらのテクノロジをしっかり理解することで、自らのデジタル・
トランスフォー
メーションの道のりをどうするべきか、そしてその目標を達成する時期がいつ頃
になるのかに関する助言を行います。
リーダーシップ
企業のあらゆるレベルのリーダーは、デジタル化の機会に直面していることを認識
しつつあります。デジタル化への多額の投資や、デジタル・カンパニーへの移行
といったプレッシャーを受けて、顧客から従業員、エグゼクティブ・チーム、取締
役、さらにはデジタル・エコシステムに至るまで、広範囲にわたって企業間の関係
や組織構造を再構築しています。
本トラックでは、デジタル社会におけるリーダーシップについて改めて考察し、各
レベルのリーダーシップと組織文化全体に対する新たなアプローチを提言します。

トピックス
•
•
•
•
•

人工知能（AI）と機械学習
ビジネス・インテリジェンスと高度アナリティクス
クラウド／インフラストラクチャ戦略
成長に向けたコスト最適化／投資戦略
カスタマー・エクスペリエンスとユーザー・エクスペ
リエンス

•
•
•
•
•
•
•

ビジネス戦略
今日のビジネス環境は複雑で混沌としています。エンタプライズ・ビジネスモデル
を成功させるには、複雑に絡み合ったビジネス課題を解きほぐして不透明な市場
を見通すための戦略と戦術が必要です。
本トラックでは、CIOとITエグゼクティブが複雑さと混沌の中から現実的な戦略
実行イニシアティブを導き出すための、
ビジネス戦略に役立つ知見、手法をご紹介
します。

デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション
新興でかつ破壊的なテクノロジ
仕事の将来
イノベーション・マネジメント
リーダーシップ、人、組織文化
セキュリティ、リスク、コンプライアンス
戦略的プランニングと実行

名称：Gartner IT Symposium/Xpo™ 2019
会期：2019年11月12日（火）- 11月14日（木）
会場：グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール

URL: gartner-em.jp/symposium

早期割引申込み受付中 gartner-em.jp/symposium
• 早期割引価格：2019年10月10日（木）まで 185,000円（税別・1名様）
• 通常価格：2019年10月11日（金）以降 210,000円（税別・1名様）
• グループ登録割引：同時に5名様ご登録で1名様分無料になります。詳しくはWebサイトをご覧ください。

お問い合わせ

ガートナー ジャパン株式会社 Gartner IT Symposium/Xpo 2019登録事務局

TEL: 03-6430-1810 Email: Japan.Conferences@gartner.com
© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

記載内容は2019 年6月27日現在のものです。内容は変更となる場合があります。

November 12 - 14, 2019 | Tokyo, Japan

The World’s Most Important
Gathering of CIOs and
IT Executives™

Gartner IT Symposium/Xpo™, November 12 - 14 2019, in
Tokyo, Japan, explores the strategic trends and technologies
that are driving digital transformation and shaping the future of
IT and business. At the conference, you’ll interact with Gartner
experts, industry thought leaders, cutting-edge solution
providers and peers - and they’ll all help you uncover innovative
ways to approach challenges, make decisions with confidence
and become an even more effective leader.

This year’s agenda tackles your biggest
challenges from three angles
Technology & Information
Technologies are the pathway to enabling digital strategy and enterprise
transformation. Examine the opportunities and risks in adopting
emerging technologies such as these are specifics and aren’t similar
artificial intelligence, the Internet of Things and digital twins to help
shape your digital transformation journey and the speed with which you
arrive at your destination.
Leadership
All levels of enterprise leadership are finding themselves challenged by
digital opportunities. The pressure to invest heavily in digital or become
a digital company is reshaping enterprise relationships and
organizational structures, from customer to employee, to the executive
team and board, and now across digital ecosystems. Challenge how you
think about leadership in a digital society, and discover new approaches
for each level of leadership and the enterprise culture as a whole.

Hot topics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

・Artificial Intelligence and Machine Learning
・Business Intelligence and Advanced Analytics
・Cloud and Infrastructure Strategy
・Cost Optimization and Investment Strategies
for Growth
・Customer and User Experience
・Digital Business Transformation
・Emerging and Disruptive Technologies
・Future of Work
・Innovation Management
・Leadership, People and Culture
・Security, Risk and Compliance
・Strategic Planning and Execution

URL : gartner.com/jp/symposium

Business Strategy
Today’s business environment is complex and chaotic. Enterprise
business model success requires strategies and tactics to make
complex business challenges merely complicated and market chaos
decipherable. Discover business strategy tools and techniques to turn
complexity and chaos into real strategy execution initiatives.

Venue: International Convention Center Pamir, Grand Prince Hotel New Takanawa
• Early Bird Price: JPY185,000 +tax (Ends October 10, 2019)
• Standard Conference Price: JPY210,000 +tax
• Group Rate Discount: 5 for the price of 4, 10 for the price of 8, 15 for the price of 12

Register
now

Email: Japan.Conferences@gartner.com Phone: +81-3-6430-1810
© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Agenda as of June 27, 2019 and subject to change

