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所属機関名 所属・役職

民間企業等

2 エムケイ㈱ チーフ

3 京都駅ビル開発㈱ 常務取締役営業部長

4 京都駅ビル開発㈱ 営業課長

5 京阪バス㈱ 主任

6 京福電気鉄道㈱ 事務員

7 嵯峨野観光鉄道㈱ 代表取締役社長

8 日本航空㈱ 京都支店長

9 日本航空㈱ 国内路線事業部企画グループ　アシスタントマネジャー

10 NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱ 課長代理

11 NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱ 担当

12 阪急電鉄㈱　 都市交通計画部　課長

13 仁和寺 総務部長

14 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ 法人営業部　部長代理

15 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ コンシェルジュ

16 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 情報通信第1本部　通信キャリアビジネス営業第4部　部長

17 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 情報通信第1本部　通信キャリアビジネス営業第4部営業２課

18 INFO　LOUNGE㈱ 取締役副社長

19 ㈱NTTドコモ 関西支社　法人営業部　ビジネスデザイン担当　主査

20 ㈱NTTドコモ ㈱ドコモCS関西  京都支店　法人営業部　担当課長

21 シスコシステムズ(合同) ビジネスデベロップメントマネージャー

22 ソフトバンク㈱ ICTイノベーション本部 ICT戦略統括部 IoT事業開発部 担当課長

23 ソフトバンク㈱
ICTイノベーション本部クラウドエンジニアリング統括本部
PaaSエンジニアリング部 部長

24 ソフトバンク㈱ IoTエンジニアリング本部 関西IoT技術部 部長

25 ソフトバンク㈱ SE本部 西日本SE統括部

26 西日本電信電話㈱ ビジネス営業本部　CS部　スマート光タウン推進PT　担当課長

27 西日本電信電話㈱ 第一公共営業部長

28 西日本電信電話㈱ 京都支店　ビジネス営業部　公共営業担当部長

29 日本電気㈱ 未来都市づくり推進本部 主席事業主幹

30 日本電気㈱ 京都支社支社長

31 ㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレス 副本部長

32 ㈱Agoop 代表取締役社長 兼 CEO

33 ㈱Agoop 分析本部　本部長

34 ㈱Agoop 営業企画本部 事業戦略部 国内営業統括

35 ㈱アペイロン 代表取締役

36 amaneku㈱ 代表取締役

37 ㈱WIllSmart　 セールスパートナー

38 ウイングアーク１ｓｔ㈱ 技術本部　副本部長

39 ウイングアーク１ｓｔ㈱ 営業・ソリューション本部　営業統括部　関西営業部　部長

京都ビッグデータ活用プラットフォーム第３回会議 参加者名簿

【交通基盤等】　 ８社

【宿泊・物販等】  ２社

【IT・情報通信基盤等】  ８社

【ソフトウェア・アプリ・サービス等】 　２６社

（座長） 京都府 副知事 山下 晃正
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所属機関名 所属・役職

40 ウイングアーク１ｓｔ㈱ 金融・公共ストラテジックビジネスユニット　ユニット長

41 ウイングアーク１ｓｔ㈱ 金融・公共ストラテジックビジネスユニット

42 ウイングアーク１ｓｔ㈱ 公共ストラテジックビジネスユニット

43 ㈱Origami マネージャー

44 ㈱Origami

45 ㈱Geek Guild 代表取締役

46 ㈱ケーケーシー情報システム シニアマネージャ

47 Sansan㈱ 研究員

48 ㈱CITV光 会長　

49 ㈱システムディ 管理本部長

50 ㈱セールスフォース・ドットコム 公共・公益営業本部　常務執行役員

51 ㈱ゼンリンデータコム 執行役員　経営企画本部長

52 ㈱ゼンリンデータコム 経営企画本部　事業企画部　マネージャー

53 SOMPOホールディングス㈱ チーフ・データサイエンティスト

54 TimeAge㈱ 代表取締役社長

55 ダッソー・システムズ㈱ シニア・セールス・マネージャー

56 ダッソー・システムズ㈱ シニア・ソリューション・コンサルタント

57 大日本印刷㈱ エキスパート

58 大日本印刷㈱ エキスパート

59 ㈱DTS WEST 新規事業推進部部長

60 ㈱DTS WEST ソリューション開発部 公共担当

61 ㈱トーン・アップ 取締役

62 ㈱トーン・アップ 執行役員

63 Digital Business Council㈱ 代表取締役

64 ノースショア㈱ マネージャー

65 ㈱PIJIN マーケティング部部長

66 プットメニュー㈱ エグゼクティブ・マネージャー

67 フリックケア㈱ 代表取締役

68 ヤマハ㈱ 音響事業本部 SoundUDグループ　プロデューサー

69 ㈱Local24 CEOアシスタントスタッフ

70 オムロンソーシアルソリューションズ㈱ 事業開発本部 担当部長

71 ㈱構造機能科学研究所 代表取締役

72 ㈱構造機能科学研究所 取締役

73 ㈱構造機能科学研究所 社員

74 コニカミノルタ㈱ OneKonicaMinolta推進室 マネージャー

75 晶和クリエイション㈱ 代表取締役

76 Gyrfalcon Technology Japan General Manager

77 日本イーデーエー㈱ 代表取締役

78 日本テレネット㈱ ビジネスソリューション事業部　事業開発部 町屋ビジネス推進課

79 パナソニック㈱ エコソリューションズ社 近畿電材営業部 京都電材営業所 営業所長

80 パナソニック㈱ エコソリューションズ社 一般職

81 パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱ 関西社　公共営業部 部長

82 パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱ 関西社　公共営業部 公共２課

83 濵田プレス工藝㈱ 製造部 副部長

84 ㈱本田技術研究所
四輪R&Dセンター　デジタル開発推進室　VMC推進セクション
主任研究員

85 ㈱アートネクサス 代表取締役　

【ものづくり系企業等】 　１１社

【その他企業】　８社
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86 ㈱朝日オリコミ大阪 マーケティングソリューション部　部長

87 関西電力㈱ ＩＴ戦略室 情報通信事業推進グループ

88 ㈱京都銀行 公務・地域連携部　観光・地域活性化室長

89 ㈱京都新聞社 メディア局長

90 ㈱京都新聞ホールディングス ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾒﾝﾊﾞｰ

91 ㈱京都新聞ホールディングス ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾒﾝﾊﾞｰ

92 京阪ホールディングス㈱ 経営統括室 事業推進担当 課長

93 PwCコンサルティング(合同) 課長職

学識経験者

94 奈良先端科学技術大学院大学 （理研AIPセンター） 教授/ 観光情報解析チームリーダー

95 京都大学大学院 (科学技術振興機構さきがけ) 情報学研究科　特定准教授

96 大阪経済大学　経済学部　岡島ゼミ 学生

97 総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課 課長

98 総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課 企画監理官

99 大阪地方検察庁 交通部統括捜査官

100 石橋技術士事務所 所長

101 日本スカラベイニシアティブ 幹事

102 (公財)関西文化学術研究都市推進機構 雇用創出プロジェクト コーディネーター

103 (公財)関西文化学術研究都市推進機構 RDMM支援センター　担当部長

104 京都府観光連盟 専務理事

105 (一社) 京都産業エコ・エネルギー推進機構 専務理事・事務局長

106 (公財)京都産業２１ イノベーション推進部　参事

107 (公財)京都産業２１ イノベーション推進部　コーディネーター

108 京都市産業観光局  観光MICE推進室 計画推進係長

109 京都市産業観光局  観光MICE推進室

110 京丹後市 商工観光部 商工振興課　主事

111 京丹後市 商工観光部 観光振興課　係長

112 京丹後市 商工観光部 観光振興課　主任

113 京都府警察本部 京都市警察部長

114 京都府警察本部 警務課治安総合対策室 警部補

115 京都府警察本部 警務課治安総合対策室 警部補

116 京都府 政策企画部 参与（京都情報発信機能強化担当）

117 京都府 商工労働観光部 産業労働総務課 副課長

118 京都府 商工労働観光部 産業労働総務課 主事

119 京都府 商工労働観光部 商業・経営支援課　主査

120 京都府 山城広域振興局 農林商工部 商工労働観光室 主事

121 京都府 南丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室 室長

122 京都府 中丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室 副室長

123 京都府 丹後広域振興局 農林商工部 商工労働観光室 室長

事務局

124 （一社）京都スマートシティ推進協議会 代表理事

125 （一社）京都スマートシティ推進協議会 理事

126 （一社）京都スマートシティ推進協議会 事業推進部長

127 （一社）京都スマートシティ推進協議会 事業推進部

128 （一社）京都スマートシティ推進協議会 事務局

129 （一社）京都スマートシティ推進協議会 事務局

130 京都府 企画調整理事付理事

131 京都府 政策企画部 部長付理事

行政・研究機関 等

3 / 4 



所属機関名 所属・役職

132 京都府 政策企画部 情報政策課 主査

133 京都府 商工労働観光部 学研都市・ものづくり推進監

134 京都府 商工労働観光部 観光政策課 副主査

135 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 課長

136 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 未来都市創造担当課長

137 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 副主査

138 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 主任

139 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 主事

民間企業 等　　　　　63社　　　 93名
学識経験者　　　　　  3大学　　　　　　　　　　 3名
行政・研究機関 等　　13機関・団体 27名
事務局 等 16名

139名

※カウントは所属機関名
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