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3:35pm - 3:55pm 

2:30pm - 3:00pm 受付 ‒ Registration

3:00pm - 3:15pm 開会のご挨拶 ‒ Welcome address

3:15pm - 3:35pm

スタニミラ・コルヴァ
APAC総責任者　上席副社長
HERE Technologies

位置情報が自動車産業の形成に重要な役割を果たすことは間違いありません。日本とアジア太平洋
地域の動向及びHEREがどのようにお客様のビジネス拡大のために貢献できるかをご紹介します。

There is no doubt that location plays a vital role in shaping the automotive industry. Learn about 
regional trends for Japan and the whole APAC region and see how HERE can help you seize more 
opportunities for your business. 

Market trends & HERE Japan strategy – automotive and mobility

高橋明宏
代表取締役社長
HERE Japan株式会社　

HEREの日本市場における戦略及び製品、HEREのパートナーとなるための方法や、三菱商事様及び
NTT様との戦略的パートナーシップについてご紹介します。

Learn about directions, strategies and products HERE has in store for the Japanese market.
Find out how to become a HERE partner and hear about our latest Mitsubishi/NNT strategic
partnership.

HERE、三菱商事、NTTで目指す “Autonomous World” の実現
Building an “Autonomous World” driven by HERE,
Mitsubishi Corporation, and NTT

田代浩司
デジタル戦略部 部長代行
三菱商事株式会社

草場拓也
全社DXタスクフォース
HEREプロジェクト室 室長代行
三菱商事株式会社

爪長 美菜子
新ビジネス推進室　スマート
インダストリー担当・
統括部長
日本電信電話株式会社

Stanimira Koleva 
SVP and General Manager
APAC HERE Technologies

Akihiro Takahashi 
VP Sales,
HERE Technologies Japan

Koji Tashiro
Deputy General Manager,
Digital Strategy Dept

Takuya Kusaba
Deputy General Manager, 
HERE Project O�ce

Minako Tsumenaga
Vice President of Smart
Industry Strategic Business 
Development Division

HERE、三菱商事およびNTTの戦略的アライアンスに全貌をご紹介します。  この三社がフリート管理、
モビリティ・サービスおよびデジタル変革を通じた新たな価値の創造のために位置情報をどのように
活用しようとしているかお話します。

Digital transformation is moving ahead in various business fields. Discover the possibilities that 
location technology o�ers to advance the future of digital transformation and how it fits within 
the current government situation and usage trends.



3:55pm - 4:25pm ロケーション インテリジェンスでモビリティの進化を
加速する HERE platform
HERE platform accelerates mobility
advancement with location intelligence 

デジタル地図コンテンツによる自動車業界への貢献から、ローケーション インテリジェンスによる
モビリティ社会への貢献へシフトするためにHERE platformの活用が進んでおります。本セッションでは
HERE platformのオートモーティブ分野における最新のユースケースを交えながら、HERE platformが
生み出すロケーション インテリジェンスを今後のモビリティ社会の進化にどのように活用できるか
ご紹介します。

Explore the ways location intelligence created by HERE platform can play into the future
evolution of the mobility society as we reveal our latest use cases in the automotive field.

Yukihiko Tachibana, 
Sr. Business Development 
Manager, HERE platform,
HERE Technologies Japan

4:30pm - 5:00pm コネクテッドな電気自動走行車向けの位置情報ソリューション
Location-centric solutions for the connected,
electrified and automated vehicle

Filip Klippel
Product Marketing Manager, 
HERE Technologies

コネクテッドな電気自動走行車に関する継続的な新技術の導入によりOEMは常に状況に目を光らせて
おく必要があります。 弊社の位置情報製品ポートフォリオがもたらす自動車業界全体の前進について
ご紹介します。 

The continuous rollout of new technologies around the connected, electrified and automated
vehicle is keeping the OEMs on their toes. Discover how our location-centric product portfolio 
can drive the whole automotive industry forward.   

橘　幸彦　
HERE Platform
シニア　ビジネス
ディベロップメント
マネージャー
HERE Japan株式会社

フィリップ・クリッペル
プロダクト マーケティング 
マネージャー
HERE Technologies

4:25pm - 4:30pm 休憩 ‒ Break



5:30pm - 5:40pm  閉会のご挨拶 ‒ Closing Remarks

Akihiro Takahashi 
VP Sales,
HERE Technologies Japan

高橋明宏
代表取締役社長
HERE Japan株式会社

5:00pm - 5:30pm Japanサービスのご紹介
Introducing Japan servicesJunji Yamashita,

Director, Product Portfolio 
Management, HERE Technol-
ogies Japan

HEREは2020年より、多彩なロケーション機能実装をクロスプラットフォームで実現する日本向け
サービスの提供を開始しました。お客様の業務アプリ開発やお客様保有の産業データの利活用に
お役立ていただけます。その多岐にわたるJapanサービスをHEREならではの強みを交えてご紹介します。

Japan services, launched by HERE in 2020, enable a wide range of location features in a
cross-platform environment. Find out how to use this rich suite of services to build business
applications and leverage your private industrial data.   

山下　順司
プロダクトポートフォリオ
マネージメント　ディレクター
HERE Japan株式会社


