
 

 
 

 

2018 年 10 月 12 日 

報 道 資 料 

一般社団法人電子情報技術産業協会 

 

Inter BEE 2018 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、メディアビジネスの最新動向を集約したセ
ッションを展開します。全セッション Web 事前聴講予約受付中です。 

 

■INTER BEE CONNECTED 基調講演 （※Web 上にて聴講予約が必要となります。） 

11月14日（水）13:00-14:30 会場：国際会議場2階「コンベンションホールA」 

「ネットとテレビの境目からテレビ未来を語る」 

＊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（元フジテレビ IT 戦略担当局長） 

＊パネリスト 吉川圭三氏 株式会社ドワンゴ エグゼクティブ・プロデューサー 

（元日本テレビ制作局専門局長） 

朴  正義氏 株式会社バスキュール 代表取締役 / クリエイティブディレクター 

堀   潤氏 NPO 法人 8bitNews 代表理事 株式会社 GARDEN 代表 

（元 NHK アナウンサー） 

 

 

■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 

（※Web上にて聴講予約が必要となります。） 

≪11 月 14 日（水）≫ 

（10:30-12:00） 

●「マルチスクリーン時代の 動画視聴者像 ～電通とビデオリサーチによる最新分析～」 

＊モデレータ：奥  律哉氏 株式会社電通 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 電通メディアイノベーションラボ メディアイノベーション研究部長  

        渡辺庸人氏 株式会社ビデオリサーチ ひと研究所 主任研究員 

        石松俊之氏 株式会社ビデオリサーチ ソリューション事業局 エグゼクティブフェロー 

（15:00-16:00） 

●「進化する テレビ視聴ログデータ最前線」 

 ＊モデレータ：須賀久彌氏 株式会社電通 ラジオテレビ局 局長補 

＊パネリスト：松瀬俊一郎氏 株式会社テレビ朝日 営業局 メディアマーケティング部 総括担当部長 

       田中謙一郎氏 株式会社 HAROiD 取締役副社長 

       佐保 学 氏   ソニーマーケティング株式会社 ネットワークサービス部 ビジネスプラニングマネジャー 

  



 

 
 

（16:30-17:30） 

●「大学生に生で聞く メディア生活」 

＊モデレータ：境   治 氏 メディアコンサルタント 

＊パネリスト：小々馬敦氏 産業能率大学 

       産業能率大学 学生 

 

≪11 月 15 日（木）≫ 

（10:30-11:30） 

●「ラジオを止めるな！ ～進化し続ける radiko の取り組み」 

＊モデレータ：掛原雅行氏 メディアアドバイザー/ラジオ NIKKEI 技術顧問 

＊パネリスト：坂谷 温 氏 株式会社 radiko 業務推進室長 

金児洋一氏 株式会社 CBC ラジオ 技術部 副部長 

 

（12:30-14:00） 

●「テレビ局発の SVOD サービスは どこに向かうのか？」 

 ＊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：高谷和男氏 HJ ホールディングス株式会社 取締役 編成部 部長 

        高澤宏昌氏 株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 

 コンテンツ局コンテンツ調達責任者／チーフ・プロデューサー 

野村和生氏 株式会社フジテレビジョン 総合事業局 コンテンツ事業センター 

 コンテンツ事業室 部長職 

（14:30-15:30） 

●「スポーツ配信の 可能性はいま 2018 ～拡充してきた各種取り組み事例から～」 

＊モデレータ：須澤壮太氏 株式会社 rtv 代表取締役 

＊パネリスト：佐野 徹 氏 日本テレビ放送網株式会社 他 

（16:00-17:00） 

●「ショート動画」は テレビ局の次の主戦場になるか？ 

＊モデレータ：安藤聖泰氏 株式会社 HAROiD 代表取締役社長 

＊パネリスト：田中瑞人氏 日本放送協会 統括プロデューサー 

       原 浩生 氏 日本テレビ放送網株式会社 ICT 戦略本部 

       橋本英明氏 株式会社フジテレビジョン 総合事業局 コンテンツ事業室 主任 

（17:30-19:30） 

●「After Hours！ ユーザ目線でのテレビの未来（仮）」 

＊モデレータ：倉又俊夫氏 日本放送協会 放送総局デジタルセンター・副部長 

＊パネリスト：安藤聖泰氏 株式会社 HAROiD 代表取締役社長 

       吉川昌孝氏 株式会社 博報堂 DY メディアパートナーズ メディア環境研究所 所長 

       蜷川新治郎氏 株式会社テレビ東京ホールディングス コンテンツ戦略局 企画推進部長 

       河瀬大作氏 株式会社 NHK エンタープライズ 制作本部 番組開発 部長 

＊会場側司会：境   治 氏 メディアコンサルタント 

 

≪11 月 16 日（金）≫ 

（10:30-11:30） 

●「盛り上がる 放送局のオウンドメディア」 

＊モデレータ：境   治 氏 メディアコンサルタント 

＊パネリスト：本田光範氏 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 取締役 

 兼 テレビ東京 ライツビジネス本部 コンテンツ事業局ビジネス開発部 

西川章洋氏 讀賣テレビ放送株式会社 編成局東京宣伝部 

萩原慶太郎氏 株式会社 TBS ラジオ メディア推進局 インターネット事業推進部 部長 



 

 
 

（12:00-13:00） 

●「ここまで来た テレビ番組の海外展開」 

＊モデレータ：大場吾郎氏 佛教大学 社会学部 教授 

 ＊パネリスト：杉山真喜人氏 株式会社 TBS テレビ メディアビジネス局海外事業部・担当部長 

        西山美樹子氏 日本テレビ放送網株式会社 海外ビジネス推進室 海外事業部次長 

        早川敬之氏 株式会社フジテレビジョン 総合事業局 コンテンツ事業センター 

 コンテンツ事業室 

        井上修作氏 株式会社 ABC インターナショナル 代表取締役社長 

（13:30-15:00） 

●「ローカルコンテンツ × 持続力のある地域創生」 

＊モデレータ：吉川邦夫氏 日本放送協会 放送文化研究所 メディア研究部 主任研究員 

＊パネリスト：後藤一也氏 北海道文化放送株式会社 編成制作局 制作部 副部長 

       大西康司氏 南海放送株式会社 取締役 専務執行役員 

       植田昌之氏 高知さんさんテレビ（株）常務取締役営業局長 

（15:30-17:00） 

●「2030 年 テレビは何ができるのか？ ～Society5.0 時代のメディアの役割～」 

 

＊モデレータ：村上圭子氏 日本放送協会 放送文化研究所 メディア研究部 研究主幹 

＊パネリスト：曽我部真裕氏 京都大学 大学院法学研究科・教授 

       宅見公志氏 となみ衛星通信テレビ株式会社 常務取締役 

       花輪裕久氏 日本放送協会 報道局 社会番組部 チーフ・プロデューサー 

       切通啓一郎氏 株式会社南日本放送 編成局長兼編成部長 

 

出展者： 

一般社団法人 IPTV フォーラム 

株式会社アトラクター 

NHK 

テレビせとうち株式会社 

株式会社トップ・クリエーション 

株式会社 HAROiD 

マルチスクリーン型放送研究会 

ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社 

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 2018 開催概要】 

■会  期：2018年11月14日（水）・15日（木）10:00-17:30、11月16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 企画管理部広報室（担当：吉田） 

TEL：03-5218-1053 / 080-7749-2249  E-mail：press@inter-bee.com 


