
 

 
 

2019 年 10 ⽉ 29 ⽇ 
報道資料 

⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会 
 

Inter BEE 2019 特別企画 
INTER BEE CONNECTED 概要決定 

Inter BEE では、⽇々進化するメディアとネットワークビジネスの最新情報をプレゼンテーション
する場として、幅広いメディア関係者をコネクトする特別企画「INTER BEE CONNECTED(インタ
ービー・コネクテッド)」を実施します。今回は、放送と通信の融合の未来につながる議論・交流を
⽬指し展開します。全セッション Web 事前聴講予約を受付中です。 
 
 
■INTER BEE CONNECTED 基調講演 
≪11 ⽉ 13 ⽇(⽔)≫(13:00-14:30) 会場︓幕張メッセ 国際会議場 2 階 コンベンションホール A 
 
「スポーツ中継のフィロソフィー 〜TOKYO 2020 に向けて」 

セッショントピックは「スポーツ⽂化の発展とテレビの役割」「⽇本テレビの『姿勢と準備』〜ラグビー

W 杯成功の裏側」「東京パラリンピックのレガシーとテレビの役割」となります。  

 ＊モデレータ︓⽥中 晃 ⽒ 株式会社 WOWOW 代表取締役社⻑ 

＊ゲストスピーカー︓ 

今村  司 ⽒   株式会社読売巨⼈軍 代表取締役社⻑ 

岡部  智洋 ⽒  ⽇本テレビ放送網株式会社 編成局⻑ 

望⽉ 浩平 ⽒   ⽇本テレビ放送網株式会社 スポーツ局 ディレクター 

 ⼝垣内 徹 ⽒    株式会社 WOWOW IPC & WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリー

ズ 「WHO I AM」 エグゼクティブ・プロデューサー 

  マセソン 美季 ⽒ ⻑野パラリンピック⾦メダリスト IPC & IOC 教育委員会委員 

 
 
■INTER BEE CONNECTED 企画セッション 
会場︓幕張メッセ・展⽰ホール 7／INTER BEE CONNECTED 内オープンステージ 

 

≪11 ⽉ 13 ⽇(⽔)≫ 
 
(10:30-12:00) 
●「視聴データが創造するテレビ広告の 10 年後」 

＊モデレータ︓内⼭ 隆 ⽒ ⻘⼭学院⼤学 総合⽂化政策学部 教授 
＊パネリスト︓ 

三上 進⼀郎 ⽒ 株式会社 YourCast 代表取締役社⻑ 
半⽥ 英智 ⽒  ヤフー株式会社 社⻑室⻑ 
松瀬 俊⼀郎 ⽒ 株式会社テレビ朝⽇ インターネット・オブ・テレビジョンセンター ビッグデータ担当部⻑ 

 



 

 
 

(15:00-16:00) 
●「若年層のカジュアル動画視聴 〜その実態から探る今後の動画サービスへのヒント〜」 

＊モデレータ︓ 
奥律 哉 ⽒ 株式会社電通 電通総研 フェロー 電通メディアイノベーションラボ 統括責任者 

＊パネリスト︓ 
美和 晃 ⽒ 株式会社電通 電通総研 電通メディアイノベーションラボ メディアイノベーションラボ研究部⻑ 
森下 真理⼦⽒ 株式会社電通 電通総研 電通メディアイノベーションラボ メディアイノベーションラボ主任研究員 

  
(16:20-17:30) 
●「データで解明する︕ スポーツ番組の視聴の“質と価値”の最新動向︕︖」 

＊モデレータ︓深⽥ 航志 ⽒ 株式会社インテージ コミュニケーション事業本部 テレビデータ戦略担当マネージャー 
＊パネリスト︓ 

池⽥ 哲也 ⽒ ⽇本コカ・コーラ株式会社 IMC コネクションプランニング＆メディア グループマネージャー 
 郡⾕ 康⼠ ⽒ TVISION INSIGHTS 株式会社 代表取締役社⻑ 
 ⼭⽥ 護 ⽒  株式会社インテージ コミュニケーション事業本部 メディアデータ部 部⻑ 

 

≪11 ⽉ 14 ⽇(⽊)≫ 

(10:30-12:00) 
●「消費⾏動の変化に広告主はどう対応し、テレビ業界は何をすべきか︖」 

＊モデレータ︓安藤 聖泰 ⽒ 株式会社 LivePark 代表取締役社⻑ 
＊パネリスト︓ 

⽣井 秀⼀ ⽒ 花王株式会社 先端技術戦略室 マネージャー 
盧   誠錫 ⽒ 楽天株式会社 グローバルアドディビジョン 市場ソリューション推進部  ゼネラルマネージャー 

 楽天データマーケティング 執⾏役員  
下川   猛 ⽒ 株式会社フジテレビジョン 総合事業局イベント事業センター ライツ事業戦略部プロデューサー 

兼コンテンツ事業センターコンテンツ事業室 
(13:00-14:00) 
●「GYAO と AbemaTV に聞く映像メディアの次のステップ」 
 ＊モデレータ︓松浦シゲキ⽒ スマートニュース株式会社 ディレクター 
 ＊パネリスト︓ 

⼩池 政秀⽒ 株式会社サイバーエージェント 常務取締役 
  ⽥中 祐介⽒ ヤフー株式会社 執⾏役員 メディアカンパニー 映像サービス統括本部⻑ 株式会社 GYAO 代表取締役社⻑ 
 
(14:30-15:30) 
●「キー局攻めのメディア戦略」 

＊モデレータ︓ 
塚本 幹夫 ⽒ 株式会社ワイズ・メディア 取締役 メディアストラテジスト/ フラー株式会社 常勤監査役 

＊パネリスト︓ 
樋⼝ 薫⼦ ⽒ 株式会社フジテレビジョン 総合メディア推進本部 局⻑ 
植⽊ 崇⽂ ⽒ 株式会社電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局動画ビジネス推進部 GM 
⿊崎 太郎  ⽒ ⽇本テレビ放送網株式会社 営業局⻑ 

 
(15:50-17:00) 
●「ネットが盛り上がれば何かが起こる︖ 番組制作と SNS 活⽤」 

＊モデレータ︓境    治 ⽒ メディアコンサルタント 
＊パネリスト︓⾼  明希 ⽒ ⽇本テレビ放送網株式会社 情報・制作局 ドラマプロデューサー 
       川鍋 昌彦 ⽒ 株式会社 TBS テレビ 編成局宣伝部 宣伝プロデューサー 
       勝⽬  卓 ⽒ ⽇本放送協会 制作局 第 3 制作ユニット 科学・福祉・ライフ 



 

 
 

(17:30-19:30) 
●「After Hours︕－テレビは本当に⽣き残れるか︖テレビはどうなる︖テレビをどうする－ 

＊モデレータ︓三枝 孝⾂ ⽒ C Channel 株式会社 取締役 
＊講 演 者︓蜷川新次郎 ⽒ 株式会社テレビ東京ホールディングス 技術 IT 統括局次⻑ 
       神原  ⼀光 ⽒ ⽇本放送協会 2020 東京オリンピック・パラリンピック実施本部 副部⻑ 
       岸   遼 ⽒ 株式会社 Live Park チーフクリエイティブディレクター/プランナー  

⾼瀬 敦地 ⽒ 株式会社ジェネレートワン 代表取締役 
 
＊会場コーディネート︓ 

倉⼜ 俊夫 ⽒ 株式会社 NHK グローバルメディアサービス デジタルセンターチーフ ・プロデューサー 
 

≪11 ⽉ 15 ⽇(⾦)≫ 
 
(10:30-11:30) 
●「5G が放送ビジネスに与えるインパクト」 

＊モデレータ︓⿑藤 浩史 ⽒ 株式会社毎⽇放送 営業戦略室 メディア戦略部⻑ 
＊パネリスト︓ 

岩浪 剛太 ⽒ 株式会社インフォシティ 代表取締役/5G モバイル推進フォーラム アプリケーション委員会委員⻑ 
⽵⽥  茂 ⽒ スタイル株式会社 代表取締役/WirelessWire News 発⾏⼈ 

 
(12:30-13:30) 
●「ローカル局の放送外ビジネス 2.0 〜放送 × ネット × 地域のトライアングル〜」 

＊モデレータ︓村上 圭⼦ ⽒ ⽇本放送協会 放送⽂化研究所 メディア研究所 研究主幹 
＊パネリスト︓ 

伴  俊満 ⽒ 株式会社ビープラスト(サガテレビグループ会社) コンテンツメディアグループ 
⼆宮 以紀⽒ 南海放送株式会社 技術局技術戦略部 部⻑ 兼 メディア統括局 
北折 政樹 ⽒ 中京テレビ放送株式会社 ビジネス推進局 インターネット事業部 

 
(14:00-15:00) 
●「放送コンテンツの海外展開次の⼀⼿は配信か︖」 

＊モデレータ︓ 
岩⽥ 淳 ⽒ 株式会社テレビ朝⽇ 

経営戦略局 経営戦略部 渉外担当部⻑ 兼 インターネット・オブ・テレビジョンセンター 
＊パネリスト︓ 

⼤場 吾郎 ⽒ 佛教⼤学 社会学部 教授 
 薄井 裕介 ⽒ 株式会社東京放送ホールディングス  

上級専⾨識 局次⻑待遇 メディア企画室 兼 総合マーケティングラボ ビジネス戦略部 
 
(15:30-17:00) 
●「INTER BEE CONNECTED Wrap Up トークセッション」 

＊モデレータ︓ 
塚本 幹夫 ⽒ 株式会社ワイズ・メディア 取締役 メディアストラテジスト/ フラー株式会社 常勤監査役 

＊パネリスト︓ 
安藤 聖泰 ⽒ 株式会社 LivePark 代表取締役社⻑ 

 岩⽥  淳 ⽒ 株式会社テレビ朝⽇ 
    経営戦略局 経営戦略部 渉外担当部⻑ 兼 インターネット・オブ・テレビジョンセンター 

⿑藤 浩史 ⽒ 株式会社毎⽇放送 営業戦略室 メディア戦略部⻑ 
 境   治 ⽒ メディアコンサルタント 

  布瀬川 平 ⽒ 株式会社電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局次世代テレビビジネス統轄部⻑ 
村上 圭⼦ ⽒ ⽇本放送協会 放送⽂化研究所 メディア研究所 研究主幹 

  



 

 
 

 出展者︓ 
・⼀般社団法⼈ IPTV フォーラム 

・IPDC フォーラム 

・(株)アトラクター 

・(株)オルカプロダクション 

・クリプトグランズウェル(株) 

・SoundUD 推進コンソーシアム 

・(株) J ストリーム 

・(株)トップ・クリエーション 

・⽇本ヒューレット・パッカード(株) 

・⽇本放送協会 

・北陸電話⼯事(株) 

・マルチスクリーン型放送研究会 

・Movion 

・(株)LivePark 

・ライムライト・ネットワークス・ジャパン(株)

 

以上 

 
 

Inter BEE 公式 Website「Inter BEE ONLINE」で⼊場事前登録受付中です。 

www.inter-bee.com 

【Inter BEE 2019 開催概要】 

■会  期︓11⽉13⽇(⽔)・14⽇(⽊) 10:00-17:30 

11⽉15⽇(⾦) 10:00-17:00〔3⽇間〕  

■会  場︓幕張メッセ(国際展⽰場 展⽰ホール1〜8、イベントホール、国際会議場) 

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 

■⼊  場︓無 料(登録制) 

■主  催︓⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会(JEITA) 

 

 

 

【報道関係者からの本件に関するお問い合わせ先】 

⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部 広報室 

TEL︓03-5218-1053 E-mail︓press@inter-bee.com 

 


