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報道発表資料 

2018年 10月 1日 
アステリア株式会社 

 

IT部門の共通課題を解決するASTERIA Warpユーザー限定イベントAUG FESTA 2018のご案内 

導入企業 7,000 社を突破した ASTERIA Warpユーザーが集結し最新活用テクニックを共有 

基調講演は 東京：岩佐琢磨 氏（Cerevo創設者）大阪：田中淳一 氏（日本RPA協会 専務理事） 

14名のASTERIA Warpユーザーも登壇し本音で語る年１回のスペシャルイベント。計400名の来場見込み！ 

東京会場 11/21（水）13:30～17:40@東京コンファレンスセンター、大阪会場 11/7（水）14:00～17:30@ナレッジキャピタル 

 

アステリア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード： 

3853）は、ASTERIA Warp ユーザー限定イベント「AUG FESTA 2018」を開催する運びとなり

ましたので、以下の通りご案内します。EAI/ESB 製品の国内市場で 12 年連続シェア No.1※製品

である「ASTERIA Warp」は順調な販売を続け、2018年 8月末をもって導入企業は 7,000社を突

破しました。アステリアでは、データ連携ソフトウェアの業界トップ企業として、ユーザー向け

イベントなども充実させていくことで、より効率的な基幹連携基盤の構築、クラウドサービスな

どとのノンプログラミングでの自動連携を実現するなど、ユーザー企業における自動化、省力化

にも貢献していきます。 

※テクノ・システム・リサーチ「2018年 ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB市場編」 

 

■「AUG FESTA 2018」開催の目的 

ASTERIA Warpのユーザーは IT部門に所属し

ているケースが多く、IoT や AI などの最新技術

トレンドへの対応に加えて、最近では RPA や各

種クラウドサービスなど利用する部門が主導して

導入される各種システムと全社基盤との統制管理

など、新たな課題や悩みも増えている状況です。

そこで今回の「AUG FESTA 2018」では、

ASTERIA Warp の活用はもとより「ASTERIA 

Warp ユーザーが抱える悩みや課題を本音で語る

ことができる場」として各ユーザーが課題解決の

ヒントを得ることを目的にしています。「AUG 

FESTA 2018」は東京・大阪の 2 都市での開催、

両会場合わせて 400名の参加を見込んでいます。 

 

■「AUG FESTA 2018」の概要 

東京会場 

日時：2018年 11月 21日（水）13:30~18:50（開場 13:00～） 

会場：東京コンファレンスセンター・品川 

所在地：東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 5F 

詳細：https://event.asteria.com/jp/event/aug_e181121/ 

  大阪会場 

日時：2018年 11月 7 日（水） 14:00～18:30（開場 13:30～） 

会場：ナレッジキャピタル（グランフロント大阪内） 

   所在地：大阪市北区大深町 3-1グランフロント大阪タワーB10階 

詳細：https://event.asteria.com/jp/event/aug_e181107/ 

 

 

昨年度の「AUG FESTA 2017」の模様 

（2017 年 11 月 14 日、東京コンファレンスセンター） 

Moyou  

 

https://event.asteria.com/jp/event/aug_e181121/
https://event.asteria.com/jp/event/aug_e181107/
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■ 【東京】タイムテーブル（予定） 

時 間 内 容 

12:50～13:20 プレスブリーフィング 

13:30～14:20 

【基調講演】 

IT部門の業務改善を実現する IoT活用法 

株式会社 Shiftall 

代表取締役 CEO       岩佐 琢磨 氏 （株式会社 Cerevo創設者）                                                              

14:35～15:05 

【ASTERIA Warp事例紹介】 

ASTERIA Warpを活用したウシオ電機の「攻めの IT」 

   ウシオ電機株式会社               

IT戦略部門 部門長              須山 正隆 氏                                                        

15:05～15:35 

【ASTERIA Warp事例紹介】 

ASTERIA Warp利用用途と 4.6からのバージョンアップ計画 

日揮触媒化成株式会社 

管理本部システム部 

デジタル化企画推進グループマネージャー          森田 正吾 氏 

15:35～16:05 

【テクニカル】 

唯一の 100点満点取得者が伝授！フロー開発の生産性と保守性を高めるには 

株式会社エムティーアイ  

経営企画本部 ICT室 情報システム部                田代 裕昌 氏 

16:20～17:00 

【パネルディスカッション】 

ASTERIA Warpデベロッパーの本音トーク 

「ASTERIA Warpは本当に便利な開発ツールなのか？」 

パネラー： 

株式会社エムティーアイ                                小針 隼人 氏 

株式会社千趣会                  田中 創一郎 氏 

日通情報システム株式会社                               林 一輝 氏 

モデレータ： 

株式会社フォーバルテレコム                                           内海 義朗 氏 

17:00～17:40 

【パネルディスカッション】 

「ITイニシアチブを”情シス”に！」 

～これからの情報システム部門の在り方とは～ 

パネラー： 

ウシオ電機株式会社                             須山 正隆 氏 

株式会社サイバーエージェント                             西村 壮礼 氏 

ワタベウェディング株式会社            福富 啓之 氏 

モデレータ： 

株式会社サカタのタネ                                              嶺澤 健一 氏 

17:50～18:50 懇親会 
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■ 【大阪】タイムテーブル（予定） 

時 間 内 容 

13:20～13:50 プレスブリーフィング 

14:00～14:50 

【基調講演】 

RPAを成功に導くための道しるべ ―ガバナンスを効かせることの重要性― 

日本 RPA協会 

専務理事                                                               田中 淳一 氏 

15:00～15:30 

【ASTERIA Warp事例紹介】 

ASTERIA Warp 4.8.1から 1610にしたら 3回引っかかった話 

セイコーエプソン株式会社               

 IT基盤企画設計部                 宮内 雅史 氏                                                           

15:30～16:00 

【ASTERIA事例紹介】 

ASTERIA Warpによる個人情報取扱い基盤の構築（仮） 

株式会社アップ 

第一管理部                   畑田 貴史 氏 

16:00～16:30 

【テクニカル】 

ASTERIA Warpエキスパートエンジニアに学ぶ！ 

ASTERIA Warpの開発生産性を向上させる５つの Tipsについて 

さくらインターネット株式会社  

マーケティング部                                          小林 涼 氏 

16:40～17:20 

【パネルディスカッション】 

ASTERIA Warpデベロッパーの本音トーク 

「ASTERIA Warpは本当に便利な開発ツールなのか？」 

パネラー： 

株式会社クリモトビジネスアソシエイツ                         小俣 尚泰 氏 

株式会社アップ                  畑田 貴史 氏 

株式会社フォーバルテレコム                                           内海 義朗 氏 

 モデレータ： 

株式会社千趣会                               田中 創一郎 氏 

17:20～17:30 ASTERIA Warpクイズ優秀者の発表 

17:30～18:30 懇親会 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】 

アステリア株式会社 広報・IR室 ：長沼史宏 

TEL:03-5718-1297 ／ FAX:03-5718-1261 ／ E-mail: press@asteria.com 

 

【AUG FESTA 2018に関するお問い合わせ先】 

アステリア株式会社 エンタープライズ本部 

カスタマーインティマシー部 ：穴沢悦子 

TEL:03-5718-1250 ／ FAX:03-5718-1261 ／ E-mail: pm@asteria.com 

 

ASTERIA、Handbookはインフォテリア株式会社の登録商標です。 

本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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