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What is

AI DATA SUMMIT?
昨今、企業のマーケティング担当者の関心度が高まっているA.I. 

弊社が2016年度末に行った広告主向けのアンケードにおいても、
すでにAI導入をしている企業が8%程だったのに対し、2017年度
よりA.I.活用を行う、または予算を増やすと回答した企業は、全
体の約20%という結果でした。
A.I.分野においては、学術文献が多く発表されるなかで、マーケ
ティングなど実務についての事例発表は少数です。AI DATA サ
ミットはそんな声に応える為に発足しました。
東京大学という世界有数の大学にて、マーケッターとAI有識者
が集まり、AI活用の最新事例や活用時の課題について語り合い
ます。

AI x マーケティング
最先端を学ぶ



WHY 

ATTEND?

1.AI 、データ活用の最新事例を学ぶ2日間

世界最先端の技術を駆使し、最新コミュニケーションに
挑戦しているマーケッターらとともにディスカッションを
行っていきます。様々なディスカッションやセッションを

聞く中で、目的を明確化し、自身への落とし込みをはか
り、自社でも活用できる’活きた知識’として吸収されま
す。

2. 信頼できるパートナーを見つける

ディスカッションだけでなく、ネットワーキング
パーティなどの懇親を通し、迷った時、いざとい
う時に相談、聞くことのできる人間関係 を構築

していきます。通常の業務では知り合うことの
ない業種を超えた、同じ課題を持つ繋がりです。

3. 日常から離れ、課題と向き合うことで生まれるアイ
ディア

日常業務にとらわれず、与えられた時間をフルに使い、
今そこにある課題を向き合います。また、非日常的な
空間の中では、これまでに考えたこともない斬新なア
イデアが醸造されます。ネットワークを活かした斬新
なコラボレーションもこうした環境の中から生まれます。



BOARD

MEMBER

中山裕之
日本IBM
理事 コグニティブ推進室長

佐藤俊介
トランスコスモス株式会社
取締役CMO

中山五輪男
ソフトバンク株式会社
ソフトバンクロボティクス株式会社
首席エヴァンジェリスト

江端浩人
事業構想大学院大学,教授

中町昭人
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士・パートナー

石山洸
デジタルセンセーション株式会社
顧問

石川大輔
株式会社ＡＩメッセンジャー
代表取締役社長



COVERED 

TOPICS
● AIマーケティング活用の現場報告

● AI活用に必要な社内人材について

●データを活用したブランドコミュニケーション

● デジタル広告の信頼を取り戻す社内コミュニケーション

● ブランド施策を検証し、改善するためのデータ改革



DAY 1

9:00 受付オープン

9:30 ドアオープン

9:50 オープニング

10:00 基調講演１

10:50 休憩（10分）

11:00
プレミアムスポンサープレゼンテーション(30分）
日本ＩＢＭ

11:30 休憩(10分）

11:40 30分プレゼンテーション1：ALBERT

12:10
10分プレゼンテーション1,2,3
Userlocal
WACUL

12:40 昼食

14:00 パネルセッション

14:50 30分プレゼンテーション2 : CyberAgent

15:20 休憩(10分）

15:30 ラウンドテーブルディスカッション1

16:20 休憩(20分）

16:40 30分プレゼンテーション3

17:10 休憩(10分)

17:20 パネルディスカッション

18:10 ネットワーキングパーティー

20:10 終了

DAY 2

9:00 受付オープン

9:30 ドアオープン

10:00 オープニング

10:10 基調講演 2

11:00 休憩（10分）

11:10
プレミアムスポンサープレゼンテーション(30分）
トランスコスモス

11:40 休憩(10分）

11:50 30分プレゼンテーション4：ＫＰＩソリューションズ

12:20 昼食

13:50 パネルセッション

14:40 休憩(10分）

14:50 30分プレゼンテーション5：募集中

15:20 10分プレゼンテーション4,5,6：募集中

15:50 休憩(10分)

16:00 30分プレゼンテーション6：募集中

16:30 休憩(10分)

16:40 ラウンドテーブルディスカッション2：募集中

17:50 ネットワーキングタイム(20分）

17:50 ラップアップセッション（総まとめセッション）

18:40 終了

PROGRAM

2017年３月時点
※プログラムは変更される場合がございます。



SPONSORS



Attendees

アジャイルメディア・ネットワーク
AIメッセンジャー
オールアバウト
アレグロマジック
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
アサヒビール
アウディ・ジャパン
Automagi
ベネッセコーポレーション
ブログウォッチャー
CHINTAI
コミックスマート
クリエイターズマッチ
リプライオリティ
サイバーエージェント
大和ハウス工業
電通デジタル
デジタルセンセーション
e-Agency
エーザイ
Fusic
ジーニー
ゴルフダイジェスト・オンライン
ハウス食品グループ本社
I-ne
IBM
アイ・エム・ジェイ
インテージテクノスフィア
INTAGE
三越伊勢丹ホールディングス

2017年4月20日時点

ソフトバンク
ソネット・メディア・ネットワークス
スプリンクラージャパン
Sprocket
SUBARU
サンスター
サントリーウエルネス
東急エージェンシー
タワーレコード
トヨタマーケティングジャパン
トランスコスモス
ウフル
ユーザーローカル
ユー・エス・ジェイ
ヴァル研究所
WACUL
WOWOW
ヤフー
ヤマサ醤油

日本ケンタッキー・フライド・チキン
キリン
KPIソリューションズ
ロクシタンジャポン
ローソン
ライオン
マクニカ
マネックス証券
日本マクドナルド
MonotaRO
森下仁丹
ミュゼプラチナム
ニューバランスジャパン
ネクスト
日水製薬
野原産業
NTTデータ
NTTドコモ
ＮＴＴぷらら
オイシックス
ワンスター
クロスフィニティ
パルコ
ロート製薬
セゾン自動車火災
サッポログループマネジメント
積水ハウス
セプテーニ
Septeni Europe
SMBC日興証券



SPONSORSHIP 

OPPORTUNITY

メニュー 金額 枠 パス メニュー詳細

プラチナスポンサー

スポンサープレゼンテーション30分
*場所選択可
*ロゴはスポンサー一覧の一番上にプラチナスポ
ンサーとして掲載。

ディスカッションスポンサー 200万円 1 3
テーブルディスカッションのファシリテーター
*テーマは、事務局確認

30分スポンサー 280万円 6 3
30分プレゼンテーション枠
*場所選択不可

10分スポンサー 95万円 6 2
10分プレゼンテーション枠
*場所選択不可

パーティースポンサー 85万円 １ 1
パーティー会場でのロゴ掲出
パーティー時の挨拶(5分程度) 

スタートアップピッチ 10万円 6 1 プレゼンテーションピッチ (5分) 

SOLD OUT

残り
３枠
残り
3枠



SUMMIT

PASS サミットパス

通常のサミットパス

対象：ブランド広告主、エージェンシー、メディア、ベンダー
金額：6万円(税別) 
枠数：100名

サミット研修パッケージ(3名分）

研修用のパッケージプラン。
3枚のサミットパスが含まれています。

対象：ブランド広告主、AIテクノロジー提供企業
金額：10万円(税別) 
枠数：50 (150名分) 



EVENT

SUMMARY
日程：2017年6月6日-7日
会場: 東京大学伊藤謝恩ホール
参加者数: 300名限定
プログラム：基調講演、

スポンサードプレゼンテーション、
ワークショップ、
ネットワーキングパーティー

サミットパス: 6万円(税別) 

主催：コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

伊藤謝恩ホールについて

伊藤国際学術研究センターは、伊藤雅俊氏（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス名誉会長）並びに
伊藤伸子氏（同夫人）による、東京大学への寄附により、社会と東京大学との関わりを深めるための社会
連携及び国際交流拠点として設立されました。 グローバルな視野を持ったリーダー育成の施設、学究の
ための国際会議・種々学会の施設、レセプションやファカルティクラブの施設としての役割を担うことが期
待されています。

(引用：伊藤国際学術研究センター公式サイト http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/about.html)



その他お問い合わせ

iMedia 事務局
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
03-5414-5430

imedia@comexposium-jp.com

サミットパスの参加申し込みはこちら

https://comexposium.wufoo.com/forms/r1jl2ts70ehqttk/

スポンサーシップのお申し込みはこちら
https://comexposium.wufoo.com/forms/r1wafpsc1633x7j/

mailto:imedia@comexposium-jp.com

