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業界最大級のオンラインイベント「IT トレンド EXPO2022」出展
激論！日本マイクロソフト 西脇 資哲氏 × アステリア 中山 五輪男

『ノーコード』が日本のソフトウェア文化を変える
～9 月 9 日（金）10:30～11:15 オンライン配信！～
アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：
3853、以下 アステリア）は、株式会社 Innovation&Co.が主催するオンラインイベント「IT トレ
ンド EXPO 2022 Summer」に出展することをお知らせします。今回は、アステリアのノーコー
ド製品「ASTERIA Warp」
「Gravio」
「Platio」をオンライン展示会やセミナーなどで詳しく紹介
します。また、当社首席エバンジェリストの中山五輪男と日本マイクロソフト株式会社 業務執行
役員 エバンジェリストの西脇資哲氏が、
「2 大エバンジェリストが激論！ノーコードが日本のソフ
トウェア文化を変える」と題した対談企画に登壇します。
対談では、日本企業のビジネス文化に適した DX 推進のひとつの手段として「ノーコード」を
取り上げ、2 人のトップエバンジェリストが事例や具体的な方法論などを紹介します。ノーコード
思考でソフトウェアとの付き合い方を根本から見直すことが変革を起こし、自社の競争力を高め
ることにつながります。DX 推進に悩んでいる多くの企業に「ノーコード」をわかりやすく紹介す
ることで、より効率的・効果的な DX を実現していただくことを目的としています。
また、オンライン展示会場では、会場内の 2 つのゾーンでアステリアのノーコード製品、デー
タ連携ツール「ASTERIA Warp」と AI 搭載 IoT 統合エッジウェア「Gravio」
、モバイルアプリ作
成ツール「Platio」について紹介。セミナーなどを通じて実際の導入事例などを交え、より具体的
な活用イメージをお伝えします。
■「IT トレンド EXPO 2022 Summer」の概要
会

期

参加方法

イベント概要

2022 年 9 月 5 日（月）～9 月 9 日（金）
事前登録制（参加無料） https://it.expo.it-trend.jp/
※「IT トレンド EXPO2022 Summer」はオンラインイベント＆展示会です。

“あなたのビジネスシーンに「新たな出会い」を。”のコンセプトを掲げ、
自社の課題を解決する IT 製品・サービスや業界の最新動向、1 人のビジネス
パーソンとしての学びや著名人による特別講演を通じて様々な情報を発信さ
れています。年間約 4,000 万人に活用されている IT 製品の比較サイト"IT ト
レンド"が開催する展示会です。

■専門家対談企画の概要
日

時

タイトル

登壇者

受講方法

2022 年 9 月 9 日（金）10:30 〜 11:15 ※オンライン配信
2 大エバンジェリストが激論！
ノーコードが日本のソフトウェア文化を変える
西脇 資哲 氏 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト
中山 五輪男 アステリア株式会社 最高変革責任者 首席エバンジェリスト
事前登録制（受講料無料）
https://bit.ly/3PlsBMR
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■出展概要
展示製品

・データ連携ツール「ASTERIA Warp」
・AI 搭載 IoT 統合エッジウェア「Gravio」
・モバイルアプリ作成ツール「Platio」

展示ゾーン

・AI・業務自動化展（ASTERIA Warp・Gravio）
・業務効率化展（Platio）

各製品関連セミナー

■ASTERIA Warp
日
時：9 月 5 日（月）16：15～16：45
タイトル：
「RPA ツールの課題を克服！
DX につながる、データ連携による業務自動化術」
登 壇 者：アステリア株式会社 マーケティング本部
プロダクトマーケティング担当：鈴木 柚花
詳
細：https://bit.ly/3JT3q38
■Gravio
日
時：9 月 6 日（火）17：45～18：15（内 10 分間）
タイトル：開発やデータ活用が簡単にできる！
ノーコード・ローコードの最新サービスを紹介！」
詳
細：https://bit.ly/3AmvXep
■Platio
日
時：9 月 9 日（金）11：30～12：00
タイトル：
「現場主導で DX を実現する！
ノーコードツール活用の極意とは」
登 壇 者 ：アステリア株式会社 マーケティング本部
プロダクトマネージャー：大野 晶子
詳
細：https://bit.ly/3AmSQyh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■「ASTERIA Warp」について（Web サイト https://www.asteria.com/jp/warp/）
EAI/ESB 製品の国内市場において 15 年連続シェア No.1 製品である「ASTERIA Warp」は、異なる
コンピューターシステムのデータを、ノーコードで連携できる ASTERIA Warp を主力製品とするミド
ルウェアです。メインフレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、様々なシステム間の接
続とデータの変換を行うロジックを複雑なプログラミングなしで行えることが評価されています。
ASTERIA Warp Core は、ASTERIA Warp の厳選された機能を初期費用 0 円、月額 30,000 円からの
サブスクリプション形式で「手軽」にご利用いただけます。様々なシステムやサービスと迅速に連携す
ることで業務自動化やデータ活用を実現します。
■「Platio」について（Web サイト https://plat.io）
Platio は、誰でも簡単に自社の業務にフィットするモバイルアプリをノーコードで作成し、活用でき
るクラウドサービスです。誰もが自社の業務に合った最適なアプリを活用することで、ビジネスの現場
における IT 化を推進し、人手に頼っていた業務プロセスを効率化します。Platio で作成したアプリ
は、すぐに配信して現場で使い始められます。現場担当者がアプリから入力したデータはクラウド上に
保管、管理者へリアルタイムに共有され、タイムリーに現場の状況を把握できます。また、入力データ
の変化を自動で検知し、管理者へ通知する検知機能により、異常にいち早く対応できます。複雑かつ高
価格になりがちな業務用アプリを、手軽に作れるソリューションであることが評価され「2018 年度 グ
ッドデザイン賞」を受賞しています。
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■「Gravio」について（Web サイト https://www.gravio.com/jp）
Gravio は、ノーコードで汎用的なカメラや各種センサーによるデータと様々なシステムの連携を容
易に実現できる、AI/IoT 統合型エッジコンピューティングプラットフォームです。直感的な画面設計
による簡単な操作で、エッジ上で様々なデータを収集、管理するとともに、データに基づいた様々なア
クションを自動的に実行することが可能です。また、各種認証済センサーの無償貸出プログラムもご用
意し、導入の際の複雑性も解消。サービス全体を通してシンプルかつ迅速な AI/IoT の利活用を実現し
ます。新バージョンでは、AI による画像推論機能が更に強化され、プリインストールの推論モデルに
加え、お客様により作成されたオリジナルの画像推論モデルもノーコードでシームレスに利用可能とな
りました。Gravio は、多様な用途における AI や IoT を利活用した DX を実現します。
■「アステリア株式会社」について（ Web サイト https://www.asteria.com/ ）
アステリア株式会社（2018 年 10 月にインフォテリアから社名変更）は、企業内の多種多様なコン
ピューターやデバイスの間を接続するソフトウェアやサービスを開発・販売しています。主力製品の
ASTERIA Warp は、異なるコンピューターシステムのデータをノーコードで連携できるソフトウェア
で、大企業、中堅企業を中心に 9,739 社（2022 年 6 月末現在）の企業に導入されています。また、
Handbook は、営業資料や商品カタログ、会議資料などあらゆる電子ファイルをスマートフォンやタブ
レットで持ち運べるサービスのスタンダードとして、1,653 件（2022 年 6 月末現在）の企業や公共機
関で採用されています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【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 部：齋藤ひとみ・小出朱莉
TEL:03-5718-1297 ／携帯:080-2158-2167（小出） ／ E-mail: press@asteria.com
【製品・サービスに関するお問い合わせ先】
アステリア株式会社 マーケティング本部：東出 武也
TEL:03-5718-1250 ／ E-mail: pm@asteria.com
アステリア、ASTERIA、Handbook、Platio、Gravio はアス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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