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平 成 30 年 11 月 13 日

気象ビジネス推進コンソーシアム
気

象

庁

第 1 回気象ビジネスマッチングフェアの開催について
〜気象データを活用した新たなビジネス共創を目指して〜
気象ビジネス推進コンソーシアム（事務局：気象庁）は、
「第１回気象ビジネス
マッチングフェア」を、平成 30 年 11 月 30 日（金）に開催します。
気象データを提供する企業、ビジネスに活用したい企業、データ分析やシス
テム構築が得意な企業など、多様なニーズやシーズをもつ企業が多数集結し、
気象データを活用した新たなビジネス共創を目指すイベントです。求める企業
との出会いやビジネスのヒントを得る場としてぜひご参加ください。
１．日時・場所など
開催日時：平成 30 年 11 月 30 日（金）
開催場所：ベルサール新宿グランド

12:40〜17:30（開場 12:00）

コンファレンスセンター

（東京都新宿区西新宿 8‑17‑1

住友不動産新宿グランドタワー5 階）

参加費：

無料

主催：

気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）

２．イベント概要（詳細は別紙をご参照ください）
・個別マッチング（1 社対 1 社の個別商談）
・全体プレゼンマッチング（1 社 5 分のピッチイベント）
・パネル展示
個別マッチングへの参加は、以下の WXBC ホームページから事前
申込をお願いします。事前申込にあたっては WXBC への入会が必要です（無料）。
https://www.wxbc.jp/event/business̲matching181130/
全体プレゼンマッチング及びパネル展示については、事前申込不要です。
３．取材について
イベント当日の全体プレゼンマッチングとパネル展示は取材可能です。現地
取材を希望される場合は、11 月 26 日（月）までに担当までご連絡ください。
お問合せ先：気象庁総務部情報利用推進課

気象ビジネス支援企画室 戸松、田崎

（気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）事務局）
電話 03‑3217‑1035

FAX 03‑3211‑8083

第１回

別紙

気象ビジネスマッチングフェア
気象データを提供する企業、ビジネスに活用したい企業、データ分析や
システム構築が得意な企業など、多種多様な企業が集結し、気象データ
を活用した新たなビジネス共創を目指します！

日時

2018年11月30日

場所

ベルサール新宿グランド5F

主催

気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）

12:40

⾦

18:00（開場12:00）

東京都新宿区⻄新宿8‑17‑1

参加費
無料

住友不動産新宿グランドタワー5F

WXBCは新たな気象ビジネスの創出を推進する産学官の連携組織です（事務局：気象庁）

個別マッチング

要 事前申込

マッチングウェブサービス上に事前に公開された、
気象データに関する各企業のニーズ・シーズから
理想のビジネスパートナーを探し、商談ができます。
全体プレゼンマッチング

参加自由

1社5分のプレゼンで、多種多様な業種のWXBC会
員が持つ、気象ビジネスについての様々なニーズ・
シーズを聞くことができます。
参加自由
パネル展示
展示パネルで、WXBC会員の気象ビジネスへの取り
組みや、気象データの活用に向けた検討について知
ることができます。

スケジュール
12:00〜

開場

12:40〜13:00

開会あいさつ

13:00〜13:30

全体①

13:30〜14:00

全体②

14:00〜14:30

個別①＋全体③

14:30〜15:00

個別②＋全体④

15:00〜15:30

個別③

15:30〜16:00

個別④

16:00〜16:30

個別⑤

16:30〜17:00

個別⑥

17:00〜17:30

個別⑦

17:30

閉会あいさつ

個別マッチングへの参加は、以下のウェブサイトから事前申込をお願いします。事前申込
にあたっては、WXBCへの⼊会申込をしていただく必要があります（無料）。
イベント案内ページ https://www.wxbc.jp/event/business̲matching181130/
WXBC入会案内
https://www.wxbc.jp/enrollment/
お問い合わせ先：
WXBC事務局（気象庁）
TEL: 03‑3212‑8341（内線 4264）
E‑mail: info@wxbc.jp

イベント案内ページ

会場へのアクセス
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
東京都新宿区⻄新宿8‑17‑1
住友不動産新宿グランドタワー5F
＜アクセス＞
丸の内線⻄新宿駅（1番出口）より徒歩3分
⼤江⼾線都庁前駅（E4出口）より徒歩7分
新宿駅（⻄⼝）より徒歩約20分
住友不動産新宿グランドタワー入り口に入ってから、
エレベーターで5階までお越しください。
住友不動産新宿グランドタワーに隣接しているイベ
ントホール（地図上、×印）と間違えないようご注
意ください。

受付

FLOOR MAP
エレベーターを降りたら、
まずは受付までお越しく
ださい。

A会場

個別マッチング

B会場

全体プレゼンマッチング
パネル展示

EVホール

A会場（個別マッチング）
A会場では、14時00分から17時30分まで個別マッチングを⾏います。
個別マッチングは、20分の商談と10分の休憩の計30分を1セットとし、
合計7回⾏います。
個別マッチングを予約した方は、時間になりましたら、予約ブースにお集
まりください。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

14:00〜14:30
14:30〜15:00
15:00〜15:30
15:30〜16:00
16:00〜16:30
16:30〜17:00
17:00〜17:30

個別マッチングでは、特設マッチングウェブサービス上に、参加する各社
の気象データに関するニーズとシーズを事前公開します。これにより、自
社の理想のビジネスパートナーをご⾃⾝で検索し、商談を⾏うことができ
ます。
個別マッチング参加企業（11/8現在。11/23まで募集中）
【予報業務許可を持つ参加企業】※50音順

アールシーソリューション（株）、伊藤忠テクノソリューションズ（株）、（株）ウェザーニューズ、
（株）ウェザーマップ、（株）エムティーアイ、（株）応用気象エンジニアリング、（株）気象工学研究所、
（株）建設技術研究所、国際気象海洋（株）、（株）スポーツウェザー、日本気象（株）、（株）ハレックス、
（株）フランクリン・ジャパン、（株）ポッケ

【多種多様な業界からの参加企業】※50音順

（株）IHI、（株）wash‑plus、ANAホールディングス（株）、（株）NID・MI、応用地質（株）、（株）⾵⾒屋、
栗⽥工業（株）、クロスイメージング（株）、（株）コヴィア、国際航業（株）、サイオステクノロジー（株）、
（株）彩洋、（株）GDIコミュニケーションズ、（株）JMDC、シャープ（株）、（株）ジョルテ、（株）ソフトテックス、
（株）データブロード、（株）電通テック、⻄松建設（株）、⽇揮（株）、フィールドデザイン（株）、富士通（株）、
（株）ミライト・テクノロジーズ、Mintomo（株）、（株）ルグラン、（株）レスキューナウ

B会場（全体プレゼンマッチング & パネル展示）
B会場では、12時40分からの開会あいさつの後、13時00分から15時00分まで、全体プレゼン
マッチングを⾏います。その後は、パネル展⽰&フリー商談スペースとして利⽤いただけます。
全体プレゼンマッチングでは、業種が異なるWXBC会員が持つ気象ビジネ
スに関する多種多様なニーズ・シーズを聞くことができ、新しい出会いや
気象データを活⽤したビジネス効率化のヒントを得ることができます。
全体プレゼンマッチングタイムテーブル（発表時間：5分）
13:00

〜

13:30

第1回

14:00

気象データ×業務データ×AIによる
ビジネスインパクト予測サービスのご紹介

〜

インタラクティブ地球儀スフィアによる
気象データ視覚化からのセレンディピティとビジネス創出

国際航業（株）

「⽇射量予測システム アポロン」及び
「⼀⻫連絡・安否確認システム アンピス」のご紹介

（株）気象工学研究所

（株）ミライト・テクノロジーズ

〜

14:00

さくらインターネット（株）

日本気象（株）

超⾼密度気象情報提供サービスの概要と活⽤サンプル

明星電気（株）

気象APIとJLDNを用いた局所的なサービスのご提案

（株）フランクリン・ジャパン

地図と気象情報を使ったシミュレーション解析業務の
効率向上をお⼿伝いします

（株）⽇⽴製作所、（株）⽇⽴パワーソリューションズ

当社のドローンサービス事業のご紹介

13:30

第3回

「○○×気象」で未来を創る事例紹介

日本アイ・ビー・エム（株）

Tellusの開発状況について

14:30

14:30

〜

15:00

第4回

再生可能エネルギーを中心としたサービスへの
気象情報の利活⽤

伊藤忠テクノソリューションズ（株）

第2回

気象データの活用であなたのビジネスに＋αを
気象データと医療データを活⽤した
「Health Weather®」の取り組み

気象測器の再生可能エネルギへの展開
（株）ハレックス

英弘精機（株）

気象予測×ＡＩ・ＩｏＴで快適省エネ・スマートウェルネス

（株）環境エネルギー総合研究所

（株）JMDC

多言語災害情報配信サービス『防災クラウド』

アールシーソリューション（株）

気象データの活用で実現する新たなマーケティングとは

AI開発コンペティションにおける気象データ活⽤事例

（株）SIGNATE

旅のミライへ！日本の四季を観光資源に！
気象データと観光予報プラットフォームの可能性

（株）ルグラン

（株）JTB

展示パネルから、WXBC会員の気象ビジネスへの取り組みや、気象データの活用に向けた検討に
ついて知ることができます。また、その場で直接展示企業と詳細な話をすることもできます。
パネル展示企業
【予報業務許可を持つ参加企業】※50音順

アールシーソリューション（株）、伊藤忠テクノソリューションズ（株）、（株）ウェザーニューズ、
（株）応用気象エンジニアリング、（株）気象工学研究所、（株）建設技術研究所、国際気象海洋（株）、
（株）中電シーティーアイ、日本気象（株）、（株）ハレックス、明星電気（株）

【多種多様な業界からの参加企業】※50音順

クロスイメージング（株）、国際航業（株）、さくらインターネット（株）、（株）JTB、（株）JMDC、シャープ（株）、
スカパーJSAT（株）、（株）⽇⽴製作所、富士通（株）、（株）ミライト・テクノロジーズ、Mintomo（株）、
ムラタ計測器サービス（株）、英弘精機（株）、（株）ルグラン

