
⽇本初講演

2⽉24⽇（⽊）キーノート 10:00-12:00 https://www.netapp.tv/details/28880

2⽉25⽇（⾦）キーノート 10:00-12:00 https://www.netapp.tv/details/28878

2022年2⽉24⽇（⽊）2⽉25⽇（⾦）にネットアップ主催、国内最⼤級データ活⽤イベント「NetApp INSIGHT Japan 2022 
Digital」の開催します︕ 本オンラインイベントでは、国内外の業界をリードするデータ活⽤のエキスパートたちが、最新トレンドや技術情報
を惜しみなく語ります。NetApp INSIGHTでしか聞けない貴重な講演の数々、デジタル体験をお⾒逃しなく︕

スポンサー各社、先進企業の業界をリードする、
データ活⽤に成功している企業のエキスパートた
ちが語る最前線

国内最⼤級のセッション数、13のキーワード
や業界別やレベル別など豊富なコンテンツ

150+ 30+
10以下
15
30

ブレイクアウトセッション時間は3タイプ 10分
以下・15分・30分 オンライン視聴でも、負
担をかけません

登録はこちらから https://insight.netapp.com/ja/

ネットアップ合同会社
常務執⾏役員 CTO
近藤 正孝

NetApp Inc.
Senior Technical Director
Arindam Banerjee

株式会社ティアフォー
最⾼安全技術責任者 兼 フェロー
⼆宮 芳樹 ⽒

Niantic, Inc. 
Tokyo Studio 代表
野村 達雄 ⽒

ネットアップ テクノロジー戦略
- 次世代データ管理基盤に向けて -

ONTAP Technology Platform
- Driving the next gen innovation -

TierIVの⽬指す⾃動運転の未来

ポケモンGOはどのようにして⽣まれ、いかに開発されたか、
Pikmin Bloomの新たな取り組みについて

NetApp Inc.
CEO
George Kurian

世界のトレンドとネットアップが提供する価値

ネットアップ合同会社
代表執⾏役員社⻑
中島シハブ・ ドゥグラ

データ活⽤のその先に。 〜データ ガバナンスに必要な対策〜

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
代表執⾏役員社⻑
⻑崎 忠雄 ⽒

データ活⽤、デジタルシフト時代にクラウドが果たす役割及び
AWSとネットアップが提供する価値

NetApp
Chief Evangelist
Matt Watts

ネットアップが⾒る2022年版 未来予測 〜サステナビリティとGX〜

ネットアップ合同会社
専務執⾏役員 ソリューション技術本部⻑
平松 貢

海外・⽇本で成功する企業はデータ活⽤のために何を⾏い、
どんな成果を得たのか

富⼠通株式会社
執⾏役員常務 CMO
⼭本 多絵⼦ ⽒

「スペシャル対談」
富⼠通における「全社DX」。
キーワードPurpose Driven (パーパスドリブン)とData Driven(データドリブン)

『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を正しく⾒る』 共同著者
オーラ・ロスリング⽒

「FACTFULNESS」より。10の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を正しく⾒る習慣

https://www.netapp.tv/details/28880
https://www.netapp.tv/details/28878
https://insight.netapp.com/ja/sponsors/
https://insight.netapp.com/ja/
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キーノート

Worldwide Enterprise & 
Commercial Field Organisation
Chief Technology Evangelist

マット ワッツ

富⼠通株式会社
執⾏役員常務 CMO

⼭本 多絵⼦ ⽒

ネットアップ合同会社
代表執⾏役員社⻑
中島シハブ・ ドゥグラ

専務執⾏役員 ソリューション技
術本部 本部⻑
平松 貢

NetApp
Chief Executive Officer
ジョージ クリアン

早速ためしてみた︕
ONTAP9.10.1のアンチランサムウェア機能

学校法⼈芝浦⼯業⼤学 佐藤 剛 ⽒

事例 ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏ バックアップ/災害対策/事業継続

CTC が考えるNetApp CVOの使いどころと、
オンプレと変わらない悩みどころの解決策

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ⽴⽯ 琢磨 ⽒

コロナ禍︖半導体不⾜︖なんのその︕UPSメーカー
を問わず⾃動シャットダウンを実現します︕

UPSソリューションズ株式会社
津村 遼 ⽒｜三輪 恒⼠⽒

⼊⾨ ⼊⾨

KubernetesベースのGPU as a Service
プラットフォーム︓GPU活⽤の取り組み

株式会社サイバーエージェント
⻘⼭ 真也 ⽒｜⾼橋 ⼤輔 ⽒｜李 榮宰 ⽒

事例 セキュリティ/ランサムウェア対策 ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏

そのバックアップ、ランサムウェアから保護できますか? 
今求められるゼロトラストなバックアップの実現

Rubrik Japan株式会社 中井 ⼤⼠ ⽒

再考︕ Google Cloud で実現する
マルチクラウド時代のインフラストラクチャ更改

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 栃沢 直樹 ⽒

⼊⾨

AWSマネージドサービス上のONTAPは
データファブリックの夢を⾒るか︖

ネットアップ合同会社 藤原 善基

ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏ 事例 バックアップ/災害対策/事業継続

データ増加とパフォーマンス維持の課題を"Wasabi
漬け"で解決︕オブジェクトストレージ活⽤術

NTTコミュニケーションズ株式会社 原 明紀夫 ⽒

Commvaultデータファブリック時代のデータ管理
〜新製品Metallic BaaSもご紹介〜

Commvault Systems Japan株式会社
渡邉 健⼀ ⽒

⼊⾨

分かった気になれる︕
Cloud Backupの使い⽅と勘所

ネットアップ合同会社 伊吹⼭ 正郁

バックアップ/災害対策/事業継続 AI/機械学習/ HPC

NVIDIA DGX A100 / NVIDIA DGX 
SuperPOD 最新情報

エヌビディア合同会社 森野 慎也 ⽒

SE対談〜パートナーの現場から⾒た今のネットアップってどうすか︖あれこれ聞いちゃいます〜

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 御⼿洗 ⻯太 ⽒
兼松エレクトロニクス株式会社 ⼩菅 陽平 ⽒
AWS株式会社 坂⽥ 祐⼀郎 ⽒
ネットアップ合同会社 近藤 信⼀

対談/パネルディスカッション

⼊⾨

LINE CLOVA AIが変える「これからのあたりまえ」
⼤規模⾔語モデル開発の最先端を探る

LINE株式会社 飯塚 純也 ⽒

AI/機械学習/ HPC 運⽤省⼒化・⾃動化 テレワーク, VDI

ONTAP S3とFabricPoolの組み合わせ︕
オールONTAPの⾃動階層化構成を徹底検証︕

丸紅情報システムズ株式会社 本杉 聡 ⽒

⻑野県塩尻市における総務省セキュリティポリシーに
準じたデータ消去実証実験の検証理由と経緯

ワンビ株式会社 加藤 貴 ⽒
ネットワンシステムズ株式会社 ⻄村 宜三 ⽒

⼤切な、クラウドとお⾦の話
〜 FinOps ことはじめ

ネットアップ合同会社 ⼩原 誠

クラウド最適化/FinOps ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏ セキュリティ/ランサムウェア対策

ランサムウェアなど様々な脅威が存在する
ハイブリッドクラウド環境で実現するデータモビリティ

ヴィーム・ソフトウェア株式会社 ⽐良 俊也 ⽒

ランサムウエア対策とバックアップ運⽤課題をW解決︕
再注⽬を浴びるテープの本気

富⼠フイルム株式会社 ⼤⽉ 英明 ⽒

⼊⾨ ⼊⾨

DXセンター企画エヴァンジェリストが聞く!! 
⼤学ICT推進協議会(AXIES) 学術機関のDX

⼤学ICT推進協議会 (AXIES)（早稲⽥⼤学）
深澤 良彰 ⽒
ネットアップ合同会社 脇 昌弘｜神原 豊彦

対談/パネルディスカッション 対談/パネルディスカッション DX/デジタル化

DXセンター企画エヴァンジェリストが聞く!! 
バイオインダストリー協会バイオ戦略とDX

⼀般財団法⼈バイオインダストリー協会 (JBA)
塚本 芳昭 ⽒
ネットアップ合同会社 脇 昌弘｜神原 豊彦

データ利活⽤を成功に導く5つのポイント

ネットアップ合同会社 神原 豊彦

⼊⾨ ⼊⾨ ⼊⾨

事例

NetApp Data Fabricを活⽤した
DISとの協業事例

ダイワボウ情報システム株式会社 藤井 雄哉 ⽒
リンク&リンケージ株式会社 難波 毅 ⽒

⼊⾨

⼊⾨
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『FACTFULNESS 10の思い込
みを乗り越え、データを基に世界

を正しく⾒る』 共同著者
オーラ・ロスリング ⽒

登録はこちらから
https://insight.netapp.com/ja/

アマゾン ウェブ サービス ジャパン
合同会社

代表執⾏役員社⻑
⻑崎 忠雄 ⽒

⽇本初講演

⼊⾨

https://insight.netapp.com/ja/


NetApp CTO達に、この機会にあれこれ何でも聞いちゃえ︕60分1本勝負︕
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キーノート

⾃動運転開発・運⽤を⽀えるDevOpsプラットフォーム

株式会社ティアフォー 関⾕ 英爾 ⽒

事例 運⽤省⼒化・⾃動化 コンテナ/Kubernetes/DevOps

ハイブリッドクラウドによるFlexPodの進化

シスコシステムズ合同会社
堤 ⼀記 ⽒｜⾚坂 知 ⽒

NetApp Astraを利⽤したKubernetes環境の
データポータビリティの実現

ネットワンシステムズ株式会社 ⾦只 圭司 ⽒

⼊⾨

ONTAPでランサムウェアを⾃動検知︕
アンチランサムウェア機能を徹底解説

ネットアップ合同会社 ⽥中 謙⼀

セキュリティ/ランサムウェア対策 プロフェッショナルサービス DX/デジタル化

ハイブリッド環境におけるデータ基盤活⽤を⽀える
富⼠通のサブスクリプションモデルご提案

富⼠通株式会社 ⼤⼭ 敏弘 ⽒

エンタープライズシステム向け
キオクシアSSD最新テクノロジー

キオクシア株式会社 恒⽊ 潔 ⽒

⼊⾨

Trident Deep Dive 
@bells17_がコードから読み解く︕

ネットアップ合同会社 藤原 善基
株式会社IDCフロンティア bells17 ⽒

コンテナ/Kubernetes/DevOps ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏ セキュリティ/ランサムウェア対策

Amazon FSx for NetApp ONTAP の周辺
AWS技術の実践理解

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 焼尾 徹 ⽒

実際に触ってみた︕ONTAPとCloud Secureの
ランサムウェア保護機能ってどう違うの︖

SB C&S株式会社 河村 ⿓ ⽒

クラウドだけじゃない︕オンプレでもできる︕
OSSで実現するAI開発プラットフォーム

ネットアップ合同会社 清⽔ 優

AI/機械学習/ HPC DX/デジタル化 AI/機械学習/ HPC

NetApp Private Storageを
うまくクラウド連携するためのツボ

エクイニクス・ジャパン株式会社 ⽮萩 陽⼀ ⽒

DX実現に向けたNECのAI活⽤紹介

⽇本電気株式会社 秋元 ⼀郎 ⽒

クロージングセッション

島根県の業務システムを搭載する
共同利⽤型内部系仮想基盤について

島根県 ⼭⼝ 悟 ⽒

事例 事例 セキュリティ/ランサムウェア対策

NetAppを利⽤したクラウド活⽤におけるポイントと
KELの取り組みについて

兼松エレクトロニクス株式会社 ⼭⽥ 裕貴 ⽒

ランサムウェアで10億円の被害…だけじゃない︕
〜1秒でも早く事業再開するために〜

ユニアデックス株式会社
原 英治 ⽒｜⾼橋 秀和 ⽒

デジタル戦略、データ戦略の推進について

デジタル庁 平本 健⼆ ⽒

DX/デジタル化 セキュリティ/ランサムウェア対策 バックアップ/災害対策/事業継続

アンチランサムウェア＆Cloud Secure徹底検証︕
（デモ付き）

株式会社ネットワールド
成清 真素夫 ⽒｜河村 隆寛 ⽒

流⾏はインフラのモダナイズ、VMware on Azure、
K8Sの新潮流を⽀えるFilesサービス
⽇本マイクロソフト株式会社
⽯橋 俊孝 ⽒｜⽯⽥ 真彩 ⽒｜公森 義貴 ⽒
マイクロソフト コーポレーション ⼯藤 雅彦 ⽒｜胡 毅 ⽒⼊⾨ ⼊⾨⼊⾨

⼊⾨ ⼊⾨

⼊⾨

ネットアップ合同会社
常務執⾏役員 CTO
近藤 正孝

株式会社ティアフォー
最⾼安全技術責任者 兼 フェロー

⼆宮 芳樹 ⽒

株式会社Niantic
Tokyo Studio 代表

野村 達雄 ⽒

2022.2.25(⾦) | Day2

⼊⾨

登録はこちらから
https://insight.netapp.com/ja/
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スペシャリストをお招きします︕
今年のネットアップは、オンラインでも更に楽しめます。
冨永 愛 ⽒
17歳でNYコレクションにてデビューし、⼀躍話題となる。以後、世界の第⼀線でトップモデルとして活躍。モデルの他、テレビ、ラジオ、イベントのパーソナリティなど
様々な分野にも精⼒的に挑戦。⽇本⼈として唯⼀無⼆のキャリアを持つスーパーモデルとして、チャリティ・社会貢献活動や⽇本の伝統⽂化を国内外に伝える活動な
ど、
その活躍の場をクリエイティブに広げている。2019年秋、TBSドラマ⽇曜劇場「グランメゾン東京」では主要キャストとして抜擢、⼥優としても活躍。
公益財団法⼈ジョイセフ アンバサダー、エシカルライフスタイルSDGs アンバサダー（消費者庁）

NetApp
Sr. Technical Director
アリンダム バナージー

⼊⾨ ⼊⾨

ネットアップ合同会社
常務執⾏役員 CTO
近藤 正孝

NetApp
Sr. Technical Director
アリンダム バナージー

NetApp
VP, Chief Architect
ジェフ プレム

https://insight.netapp.com/ja/


セッション –ソリューション別 登録はこちらから
https://insight.netapp.com/ja/

4

DX/デジタル化-1

ネットアップ合同会社その教育⽤VDI、クラウドで授業時間の分だけ使ってみませんか⼊⾨1600

ネットアップ合同会社
アプリケーションリリースを数か⽉から1週間に短縮︕
ネットアップのIT基盤”CloudOne”とは︖

⼊⾨1601

ネットアップ合同会社⾦融DXを⽀えるNetAppのコンテナソリューション⼊⾨1602

ネットアップ合同会社良いものを⼀早く世に送り出す︕製造業の持続可能なソフトウェア開発基盤の王道⼊⾨1603

ネットアップ合同会社DX時代における膨⼤なデータの管理基盤で活躍する StorageGRID の紹介⼊⾨1604

ネットアップ合同会社
DXセンター企画 必⾒の初級編６分動画︕
DXを成功に導くデジタルインフラとは︖

⼊⾨1605

DXセンター企画 超初級編３分動画︕
DXを加速させる次世代データ活⽤プラットフォームとは︖

ネットアップ合同会社⼊⾨1606

データ利活⽤を成功に導く5つのポイント ネットアップ合同会社⼊⾨1609

All About Data ~ 紬
5Gxエッジコンピューティングで実現すること

⽇本仮想化技術株式会社
ネットアップ合同会社

⼊⾨1610

All About Data ~ 紬
シアトル発の Modern consulting firm から⾒る DX の要諦

Slalom Japan
ネットアップ合同会社

⼊⾨1611

ネットアップ合同会社1607 ガバメントクラウドを⾒据えたクラウドネイティブへの第⼀歩

https://www.netapp.tv/details/28818

https://www.netapp.tv/details/28749

https://www.netapp.tv/details/28850

https://www.netapp.tv/details/28805

https://www.netapp.tv/details/28790

https://www.netapp.tv/details/28654

https://www.netapp.tv/details/28729

https://www.netapp.tv/details/28697

https://www.netapp.tv/details/28679

https://www.netapp.tv/details/28642

https://www.netapp.tv/details/28719

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28818
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セッション –ソリューション別 登録はこちらから
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5

DX/デジタル化-2
All About Data ~ 紬
デジタル時代を⽣き抜くサービスマネジメントのアプローチとは

ABeam Consulting
ネットアップ合同会社

⼊⾨1612

All About Data ~ 紬
NTTコミュニケーションズにおけるデジタルトランスフォーメーションの取り組み

NTTコミュニケーションズ株式会社
ネットアップ合同会社

⼊⾨1613

All About Data ~ 紬
DXがもたらす今後のあるべきソーシング戦略とは

FPTコンサルティングジャパン
ネットアップ合同会社

⼊⾨1614

キオクシア株式会社1739 エンタープライズシステム向けキオクシアSSD最新テクノロジー

NetApp Private Storageをうまくクラウド連携するためのツボ エクイニクス・ジャパン株式会社⼊⾨1760

https://www.netapp.tv/details/28753

https://www.netapp.tv/details/28685

https://www.netapp.tv/details/28701

https://www.netapp.tv/details/28730

https://www.netapp.tv/details/28735

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28753
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事例-1

https://www.netapp.tv/details/28803

https://www.netapp.tv/details/28681

https://www.netapp.tv/details/28659

https://www.netapp.tv/details/28657

https://www.netapp.tv/details/28812

https://www.netapp.tv/details/28661

https://www.netapp.tv/details/28646

https://www.netapp.tv/details/28728

https://www.netapp.tv/details/28717

https://www.netapp.tv/details/28667

https://www.netapp.tv/details/28743

島根県島根県の業務システムを搭載する共同利⽤型内部系仮想基盤について⼊⾨1745

株式会社ティアフォー⾃動運転開発・運⽤を⽀えるDevOpsプラットフォーム⼊⾨1763

株式会社IDCフロンティア
ネットアップ合同会社

⾃社に合わせ⾃在に作れるクラウドサービスの意義
〜オンプレミスの継承を⽀えるデータセンターとクラウド〜

⼊⾨1617

TOKAIコミュニケーションズ
ネットアップ合同会社超好⽴地︕︕TOKAIコミュニケーションズが岡⼭でクラウドサービスを提供する理由を聞いてみた⼊⾨1618

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ネットアップ合同会社

顧客満⾜度向上︕CTCクラウドでのNetApp製品の活⽤法⼊⾨1619

ネットアップ合同会社働き続けたいと思う職場を⽬指して︓Diversity, Inclusion & Belonging⼊⾨1622

ネットアップ合同会社1621 DXセンター企画
NetAppが実現する次世代の映像データプラットフォームとは︖

ネットアップ合同会社
DXセンター企画
製薬・ヘルスケア業界における次世代データ活⽤プラットフォームとは︖

1620

ヤフー株式会社
ネットアップ合同会社

ヤフー × A900 世界最速検証1616

株式会社サイバーエージェント1615 KubernetesベースのGPU as a Serviceプラットフォーム︓GPU活⽤の取り組み

1754 学校法⼈芝浦⼯業⼤学早速ためしてみた︕ONTAP9.10.1のアンチランサムウェア機能⼊⾨

https://insight.netapp.com/ja/
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https://www.netapp.tv/details/28806

https://www.netapp.tv/details/28715

https://www.netapp.tv/details/28666

https://www.netapp.tv/details/28732

事例-2
NetApp, Inc.

ネットアップ合同会社
ネットアップの情報をいち早く⽇本語でお届けする〜ネットアップのグローバリゼーション スペシャリスト〜⼊⾨1623

NTTコミュニケーションズ株式会社データ増加とパフォーマンス維持の課題を"Wasabi漬け"で解決︕オブジェクトストレージ活⽤術⼊⾨1730

ダイワボウ情報システム株式会社
リンク&リンケージ株式会社

NetApp Data Fabricを活⽤したDISとの協業事例⼊⾨1751

兼松エレクトロニクス株式会社NetAppを利⽤したクラウド活⽤におけるポイントとKELの取り組みについて1731

https://www.netapp.tv/details/28872

ONTAP Loveのお客様
およびパートナー様の⽣の声

We Love ONTAP!1808 ⼊⾨

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28806
https://www.netapp.tv/details/28715
https://www.netapp.tv/details/28666
https://www.netapp.tv/details/28732
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https://www.netapp.tv/details/28670

https://www.netapp.tv/details/28829

https://www.netapp.tv/details/28770

https://www.netapp.tv/details/28836

https://www.netapp.tv/details/28651

https://www.netapp.tv/details/28849

https://www.netapp.tv/details/28629

https://www.netapp.tv/details/28736

https://www.netapp.tv/details/28630

https://www.netapp.tv/details/28764

対談/パネルディスカッション
IOWN Global Forum
ネットアップ合同会社

限界打破のイノベーション -未来のコミュニケーション基盤・IOWN Global Forumの取組⼊⾨1608

ヤフー株式会社
ネットアップ合同会社ヤフー⿊帯に聞く正しいストレージ運⽤⼊⾨1624

Harada's Bar オーナー
よしもとクリエイティブ・エージェンシー

ネットアップ合同会社
どうする︖どうなる︖ニッポンのeスポーツ⼊⾨1625

⼀般財団法⼈バイオインダストリー協会 (JBA)
ネットアップ合同会社

DXセンター企画
エヴァンジェリストが聞く!! バイオインダストリー協会 バイオ戦略とDX  

⼊⾨1626

⼤学ICT推進協議会 (AXIES) (早稲⽥⼤学)
ネットアップ合同会社

DXセンター企画
エヴァンジェリストが聞く!! ⼤学ICT推進協議会(AXIES) 学術機関のDX

⼊⾨1627

デジタルアーカイブ学会(東京⼤学)
ネットアップ合同会社

DXセンター企画
エヴァンジェリストが聞く!! デジタルアーカイブ学会 デジタルアーカイブの今とDX

⼊⾨1628

⼀般社団法⼈デジタル・イノベーション
ネットアップ合同会社

DXセンター企画
エヴァンジェリストが聞く!! (⼀社)デジタル・イノベーション の考えるDX戦略

⼊⾨1629

⼀般社団法⼈⽇本映画テレビ技術協会
ネットアップ合同会社

DXセンター企画
エヴァンジェリストが聞く!! ⽇本映画テレビ技術協会映像制作業界のDX

⼊⾨1630

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
兼松エレクトロニクス株式会社

AWS株式会社
ネットアップ合同会社

SE対談
〜パートナーの現場から⾒た今のネットアップってどうすか︖あれこれ聞いちゃいます〜

⼊⾨1631

ネットアップで英語を学ぼう︕
〜ネットアップの字幕付きビデオは英語学習にぴったり︕〜

ネットアップ合同会社⼊⾨1632

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28670
https://www.netapp.tv/details/28829
https://www.netapp.tv/details/28770
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https://www.netapp.tv/details/28849
https://www.netapp.tv/details/28629
https://www.netapp.tv/details/28736
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https://www.netapp.tv/details/28742

https://www.netapp.tv/details/28700

https://www.netapp.tv/details/28722

https://www.netapp.tv/details/28747

https://www.netapp.tv/details/28821

https://www.netapp.tv/details/28645

https://www.netapp.tv/details/28633

https://www.netapp.tv/details/28655

https://www.netapp.tv/details/28720

https://www.netapp.tv/details/28628

https://www.netapp.tv/details/28837

https://www.netapp.tv/details/28705

https://www.netapp.tv/details/28857

ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏-1

ネットアップ合同会社
「うちにNetAppは、まだ早いよ。」
「えっ︕それは誤解です。15分お時間もらえますか︖」

⼊⾨1633

エクイニクス・ジャパン株式会社
ネットアップ合同会社

お悩み解決︕
NetApp Private Storage on Platform Equinix が実現する⾦融機関のクラウド利⽤︕

⼊⾨1634

ネットアップ合同会社ニューノーマルを⽣き残るためのNetAppストレージ活⽤法⼊⾨1635

ネットアップ合同会社グローバルデータ共有基盤をハイブリッドクラウドで実現する⽅法を考えてみた︕︕⼊⾨1636

ネットアップ合同会社クラウドサービスは使っている。次はデータだ︕〜NetAppのクラウド戦略とGTMの狙い〜⼊⾨1637

ネットアップ合同会社初めてのNetApp、初めてのONTAP⼊⾨1638

ネットアップ合同会社クラウドへの移⾏をプロフェッショナルサービスでお⼿伝い⼊⾨1639

ハイブリッド、マルチクラウド時代におけるM&E業界向けネットアップソリューションのご紹介 ネットアップ合同会社⼊⾨1642

ネットアップが提供する新しいストレージ・サブスクリプションサービスのご紹介 ネットアップ合同会社⼊⾨1643

Amazon FSx for NetApp ONTAP概要と特徴 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
ネットアップ合同会社

⼊⾨1644

ネットアップ合同会社1640 AWSマネージドサービス上のONTAPはデータファブリックの夢を⾒るか︖

ネットアップ合同会社1641 オブジェクトストレージの新しい使い⽅︖S3 Selectってなんぞ︖

Amazon FSx for NetApp ONTAPの技術詳細と考慮ポイントのご紹介 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
ネットアップ合同会社

1645

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28742
https://www.netapp.tv/details/28700
https://www.netapp.tv/details/28722
https://www.netapp.tv/details/28747
https://www.netapp.tv/details/28821
https://www.netapp.tv/details/28645
https://www.netapp.tv/details/28633
https://www.netapp.tv/details/28655
https://www.netapp.tv/details/28720
https://www.netapp.tv/details/28628
https://www.netapp.tv/details/28837
https://www.netapp.tv/details/28705
https://www.netapp.tv/details/28857


セッション –ソリューション別 登録はこちらから
https://insight.netapp.com/ja/

10

https://www.netapp.tv/details/28615

https://www.netapp.tv/details/28834

https://www.netapp.tv/details/28632

https://www.netapp.tv/details/28765

https://www.netapp.tv/details/28819

https://www.netapp.tv/details/28663

https://www.netapp.tv/details/28838

https://www.netapp.tv/details/28689

https://www.netapp.tv/details/28698

https://www.netapp.tv/details/28714

https://www.netapp.tv/details/28683

https://www.netapp.tv/details/28648

https://www.netapp.tv/details/28775

ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏-2
シナリオでキャッチアップ
- Azure NetApp Filesの概要と利⽤シーン -

ネットアップ合同会社⼊⾨1647

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
Cloud Volumes Service for Google Cloud

⼊⾨1648

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
Cloud Sync

⼊⾨1649

クラウド知っ得シリーズ
Cloud Volumes ONTAP

ネットアップ合同会社1746 ⼊⾨

ネットアップ合同会社⼊⾨
クラウド知っ得シリーズ
Cloud Tiering

1650

ネットアップ合同会社⼊⾨ ハイブリッド・マルチクラウド化を⽀援するNetAppソリューションの概要1654

ネットアップ合同会社⼊⾨ 只者ではないオブジェクトストレージStorageGRIDの多彩な機能1655

ネットアップ合同会社⼊⾨ 仮想環境に最適なNetAppストレージ、その理由を解説します︕1656

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
Global File Cache

1651

ネットアップ合同会社クラウドの世界とつながるオブジェクトストレージStorageGRIDのご紹介1652

ネットアップ合同会社
お得情報︕
NetAppでオンプレと同じ仮想環境をGoogle Cloud上で簡単に利⽤できるらしい︕

1653

シスコシステムズ合同会社
ネットアップ合同会社

1657 シスコ・ネットアップ、ハイブリッドマルチクラウドセミナー①
Intersightインフラ基盤⾃動化

ネットアップ合同会社1658 シスコ・ネットアップ、ハイブリッドマルチクラウドセミナー②
FlexPod ONTAP Updates

https://insight.netapp.com/ja/
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https://www.netapp.tv/details/28723

https://www.netapp.tv/details/28682

https://www.netapp.tv/details/28622

https://www.netapp.tv/details/28673

https://www.netapp.tv/details/28653

https://www.netapp.tv/details/28660

https://www.netapp.tv/details/28624

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社⼊⾨ CTC が考えるNetApp CVOの使いどころと、オンプレと変わらない悩みどころの解決策1728

1660 NetApp, Inc.Do More with the Latest Release of NetApp ONTAP

NetApp, Inc.NetApp ONTAP Fabric Pool Best Practices1659

NetApp, Inc.1661 NetApp ONTAP S3: Objects in ONTAP

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社1747 Amazon FSx for NetApp ONTAP の周辺AWS技術の実践理解

ヴィーム・ソフトウェア株式会社1729 ランサムウェアなど様々な脅威が存在するハイブリッドクラウド環境で実現するデータモビリティ

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社1732 再考︕ Google Cloud で実現するマルチクラウド時代のインフラストラクチャ更改

ハイブリッドクラウド/クラウド移⾏-3

https://insight.netapp.com/ja/
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https://www.netapp.tv/details/28768

https://www.netapp.tv/details/28678

https://www.netapp.tv/details/28811

https://www.netapp.tv/details/28740

https://www.netapp.tv/details/28708

https://www.netapp.tv/details/28688

https://www.netapp.tv/details/28644

https://www.netapp.tv/details/28835

https://www.netapp.tv/details/28726

https://www.netapp.tv/details/28822

https://www.netapp.tv/details/28694

セキュリティ/ランサムウェア対策-1

ネットアップ合同会社ちょっとちょっとー︕データの持ち出したのだれー︖
~クラウドインサイツで実現できるセキュリティ対策~

⼊⾨1662

ネットアップ合同会社瞬き厳禁︕︖ランサムウェア対策は「速さ」が命⼊⾨1663

ネットアップ合同会社サーバーと同じメーカーというだけでストレージを選んでいませんか︖ベストなモノを選択しましょう︕⼊⾨1664

ネットアップ合同会社データ消去証明、簡単にできちゃいます。⼊⾨1665

Fight Ransomware:The NetApp ONTAP Solution in 2021 NetApp, Inc.⼊⾨1672

ネットアップ合同会社1669 ONTAPでランサムウェアを⾃動検知︕アンチランサムウェア機能を徹底解説

ネットアップ合同会社政府情報システムにふさわしいセキュアなデータ基盤の作り⽅1668

ネットアップ合同会社1667 ネットアップで実現するセキュリティ対策

ネットアップ合同会社1666 クラウド知っ得シリーズ
Cloud Data Sense

シスコシステムズ合同会社
ネットアップ合同会社

1670 シスコ・ネットアップ共催⾃治体セミナー①:
DX時代のネットワーク強靭化と⾃治体情報システムの最適化

ネットアップ合同会社1671 シスコ・ネットアップ共催⾃治体セミナー③:
「新たな⽇常」時代におけるデータセキュリティの考え⽅
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https://www.netapp.tv/details/28675

https://www.netapp.tv/details/28823

https://www.netapp.tv/details/28814

https://www.netapp.tv/details/28618

https://www.netapp.tv/details/28852

セキュリティ/ランサムウェア対策-2

アンチランサムウェア＆Cloud Secure徹底検証︕（デモ付き） 株式会社ネットワールド⼊⾨1735

そのバックアップ、ランサムウェアから保護できますか? 今求められるゼロトラストなバックアップの実現 Rubrik Japan株式会社⼊⾨1749

⼊⾨ 実際に触ってみた︕ONTAPとCloud Secureのランサムウェア保護機能ってどう違うの︖ SB C&S株式会社1738

ランサムウエア対策とバックアップ運⽤課題をW解決︕再注⽬を浴びるテープの本気 富⼠フイルム株式会社⼊⾨1741

ランサムウェアで１０億円の被害…だけじゃない︕～1秒でも早く事業再開するために～ ユニアデックス株式会社⼊⾨1742
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https://www.netapp.tv/details/28816

https://www.netapp.tv/details/28716

https://www.netapp.tv/details/28724

https://www.netapp.tv/details/28613

https://www.netapp.tv/details/28631

https://www.netapp.tv/details/28745

https://www.netapp.tv/details/28686

クラウド最適化/FinOps

ネットアップ合同会社お悩み⼀発解決︕これさえあればよく寝れる︕クラウドインサイトのご紹介⼊⾨1673

ネットアップ合同会社
⼤切な、クラウドとお⾦の話
〜 FinOps ことはじめ

⼊⾨1674

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
Cloud Insights

⼊⾨1677

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
SPOT 概要

⼊⾨1679

ネットアップ合同会社1678 クラウド知っ得シリーズ
SPOT ECO + elastigroup + Ocean

ネットアップ合同会社1676 PSアーキテクト奮闘中︕
コンサルティング実践記②「DX事始め」 データファブリックどう始めるの︖

ネットアップ合同会社1675 PSアーキテクト奮闘中︕
コンサルティング実践記①「クラウド活⽤を考える」 ヒントはストレージにあり
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コンテナ/Kubernetes/DevOps
株式会社ネットワールド

ネットアップ合同会社
K8S基盤を激安にする魔法︕Spot Oceanをシロウト営業が試してみた⼊⾨1680

All About Data ~ 紬
Kubernetesとこれから

Cloud Native Ambassador、Kubernetes Meetup Tokyo organizer
ネットアップ合同会社

⼊⾨1688

クラウド知っ得シリーズ
NetApp Astra

ネットアップ合同会社⼊⾨1689

ネットアップ合同会社1681 インフラ運⽤管理者のためのKubernetesオブザーバビリティ

⽇本アイ・ビー・エム株式会社
ネットアップ合同会社

ご存知ですか、今後のトレンドの⼀つになる分散クラウド︖
〜分散クラウドがビジネスにもたらす価値〜

1685

ネットアップ合同会社1687 クラウドネイティブアプリケーションの採⽤を加速する「Astra Data Store」とは︖

ネットワンシステムズ株式会社1740 NetApp Astraを利⽤したKubernetes環境のデータポータビリティの実現

ネットアップ合同会社VMware Tanzu × NetAppで実現するコンテナプラットフォーム1686

ネットアップ合同会社1684 コンテナ環境でステートフル(状態のある）アプリケーションの検討が進む中、永続ボリュームの実装が喫緊の課題︕

ネットアップ合同会社1683 Kubernetesと S3Selectで作る マイクロサービス

株式会社IDCフロンティア
ネットアップ合同会社

1682 Trident Deep Dive  @bells17_がコードから読み解く︕
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バックアップ/災害対策/事業継続-1

ネットアップ合同会社市⺠データは誰のもの︖ガイドラインから読み解く守り⽅⼊⾨1690

ネットアップ合同会社
クラウド知っ得シリーズ
Cloud Backup Service

⼊⾨1691

ネットアップ合同会社
「⽌められないサービス」は何秒なら⽌めても⼤丈夫!?
SLAに⾒合ったデータ保護で最適なBCPを︕

⼊⾨1692

ネットアップ合同会社ONTAPの最新バージョンで追加された新たなデータ移⾏⽅法SVM Migrateって︖⼊⾨1693

ネットアップ合同会社ONTAPでのネットワーク冗⻑設計いろは⼊⾨1694

ネットアップ合同会社1695 分かった気になれる︕
Cloud Backupの使い⽅と勘所

ネットアップ合同会社1696 SnapCenter 4.5 って何が新しいの︖
ネットアップの最新バックアップソリューション

ネットアップ合同会社1697 みんな⼤好きSnapMirror︕
でも最新情報、ご存じですか︖

ネットアップ合同会社15分でわかる︕最新ONTAPの新機能︕1698

ネットアップ合同会社1699 今あるDR対策をもう⼀歩前に

【知った瞬間凄い態度︕詳しく知ってマウンティング︕】
超解説ONTAP : SnapMirror編

ネットアップ合同会社1700

https://insight.netapp.com/ja/
https://www.netapp.tv/details/28664
https://www.netapp.tv/details/28690
https://www.netapp.tv/details/28650
https://www.netapp.tv/details/28636
https://www.netapp.tv/details/28845
https://www.netapp.tv/details/28767
https://www.netapp.tv/details/28619
https://www.netapp.tv/details/28620
https://www.netapp.tv/details/28748
https://www.netapp.tv/details/28638
https://www.netapp.tv/details/28848


セッション –ソリューション別 登録はこちらから
https://insight.netapp.com/ja/

17

https://www.netapp.tv/details/28710

https://www.netapp.tv/details/28739

https://www.netapp.tv/details/28652

https://www.netapp.tv/details/28763

https://www.netapp.tv/details/28695

バックアップ/災害対策/事業継続-2

流⾏はインフラのモダナイズ、VMware on Azure、K8Sの新潮流を⽀えるFilesサービス ⽇本マイクロソフト株式会社
マイクロソフト コーポレーション

⼊⾨1734

コロナ禍︖半導体不⾜︖なんのその︕
UPSメーカーを問わず⾃動シャットダウンを実現します︕

UPSソリューションズ株式会社⼊⾨1743

Commvaultデータファブリック時代のデータ管理 〜新製品Metallic BaaSもご紹介〜 Commvault Systems Japan株式会社1750

ネットアップ合同会社1701 【知った瞬間凄い態度︕詳しく知ってマウンティング︕】
超解説ONTAP : Snapshot編

【知った瞬間凄い態度︕詳しく知ってマウンティング︕】
超解説ONTAP : RAID編

ネットアップ合同会社1702
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AI/機械学習/HPC

LINE株式会社LINE CLOVA のAIが変える「これからのあたりまえ」⼤規模⾔語モデル開発の最先端を探る⼊⾨1753

NetApp, Inc.ネットアップにおける製品グローバリゼーションの進化と未来⼊⾨1705

エヌビディア合同会社1748 NVIDIA DGX A100 / NVIDIA DGX SuperPOD最新情報

ネットアップ合同会社1704 AIはストレージが命!? AIインフラにおけるストレージの重要性

ネットアップ合同会社1703 クラウドだけじゃない︕オンプレでもできる︕OSSで実現するAI開発プラットフォーム

⽇本電気株式会社DX実現に向けたNECのAI活⽤紹介⼊⾨1761

ビジネスアプリケーション SAP,Oracle等

ネットアップ合同会社EDAにネットアップってオワコン︖いやいや、まだまだこれからっしょ︕⼊⾨1706

ネットアップ合同会社サスティナブルなCADデータモビリティの実現はNetApp!⼊⾨1707

ネットアップ合同会社1708 こんな使い⽅が︕製造業向けビジネスワークロードに最適なNetAppソリューション

ネットアップ合同会社1710 SAP、AVDのお供として定番のAzure NetApp Files

富⼠通株式会社
ネットアップ合同会社

1709 Why SAP on Azure NetApp Files? 富⼠通様との協業事例・最新情報のご紹介
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運⽤省⼒化・⾃動化

ネットアップ合同会社ミッションクリティカルなシステムを安定稼働させるためのFAS/AFFの監視と資源の管理（前編）⼊⾨1711

ネットアップ合同会社ミッションクリティカルなシステムを安定稼働させるためのFAS/AFFの監視と資源の管理（後編）⼊⾨1712

シスコシステムズ合同会社ハイブリッドクラウドによるFlexPodの進化⼊⾨1733

ネットアップ合同会社1716 らくらくオブジェクトストレージ

ネットアップ合同会社1715 Infrastructure as Codeで実現するITプラットフォームの多様な⾃動化

ネットアップ合同会社1714 【知った瞬間凄い態度︕詳しく知ってマウンティング︕】
超ONTAPデモ : REST API編

丸紅情報システムズ株式会社1737 ONTAP S3とFabricPoolの組み合わせ︕ オールONTAPの⾃動階層化構成を徹底検証︕

NetApp, Inc.1718 NetApp IT事例で知る︓ITaaSを提供するストレージ管理者のマインドセットとスキルの変化

ネットアップ合同会社1713 インフラ管理者必⾒︕
ネットアップ標準ツールだけでもできるONTAPのREST APIによる運⽤⾃動化

シスコシステムズ合同会社
ネットアップ合同会社

1717 シスコ・ネットアップ共催⾃治体セミナー②:
インフラ共通基盤の迅速な導⼊、最適な運⽤管理と⾃動化。
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テレワーク, VDI

ネットアップ合同会社1719 NextCloudとAmazon FSx for NetApp ONTAPで実現するファイルサーバー

ネットアップ合同会社1720 No Telework, No Work! クラウドで実現する働き⽅改⾰

ワンビ株式会社
ネットワンシステムズ株式会社

1744 ⻑野県塩尻市における総務省セキュリティポリシーに準じたデータ消去実証実験の検証理由と経緯

プロフェッショナルサービス

ネットアップ合同会社アウトソースで運⽤⾰新 エキスパートの改善推進迫る核⼼集まる関⼼⼊⾨1721

ネットアップ合同会社ネットアップ・プロフェッショナルサービスのご紹介⼊⾨1722

ネットアップ合同会社
問い合わせのコツ教えます
〜NetAppのトリセツ / サポート、メンテナンス編〜

⼊⾨1723

富⼠通株式会社ハイブリッド環境におけるデータ基盤活⽤を⽀える富⼠通のサブスクリプションモデルご提案⼊⾨1736

ネットアップ合同会社1724 ファイルサーバ移⾏サービスのご紹介

ネットアップ合同会社1725 無課⾦で今⽇も飯ウマ︕
ONTAP性能の確認ポイントを⾷べきりサイズで(総量減)

ネットアップ合同会社1726 現役PSエンジニアによるCloud Volumes ONTAPの設計・構築・移⾏の⼩ネタ集

ネットアップ合同会社1727 【知った瞬間凄い態度︕詳しく知ってマウンティング︕】
超解説ONTAP : WAFL編
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アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

https://www.netapp.tv/details/28672

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

https://www.netapp.tv/details/28706

ヴィーム・ソフトウェア株式会社

https://www.netapp.tv/details/28769

エクイニクス・ジャパン株式会社

https://www.netapp.tv/details/28738

NTTコミュニケーションズ株式会社

https://www.netapp.tv/details/28759

エヌビディア合同会社

https://www.netapp.tv/details/28656

兼松エレクトロニクス株式会社

https://www.netapp.tv/details/28707

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

https://www.netapp.tv/details/28623

シスコシステムズ合同会社

https://www.netapp.tv/details/28627

⽇本マイクロソフト株式会社

https://www.netapp.tv/details/28754

株式会社ネットワールド

https://www.netapp.tv/details/28691

富⼠通株式会社

https://www.netapp.tv/details/28674

丸紅情報システムズ株式会社

https://www.netapp.tv/details/28649

Rubrik Japan株式会社

https://www.netapp.tv/details/28668

SB C&S株式会社
https://www.netapp.tv/details/28709
キオクシア株式会社
https://www.netapp.tv/details/28737
Commvault Systems Japan株式会社
https://www.netapp.tv/details/28680
ダイワボウ情報システム株式会社
https://www.netapp.tv/details/28773
⽇本電気株式会社
https://www.netapp.tv/details/28779
ネットワンシステムズ株式会社
https://www.netapp.tv/details/28789
富⼠フイルム株式会社
https://www.netapp.tv/details/28734
ユニアデックス株式会社
https://www.netapp.tv/details/28625
UPSソリューションズ株式会社様
https://www.netapp.tv/details/28640
ワンビ株式会社
https://www.netapp.tv/details/28802
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Platinum Gold

Silver

Special

富⼠電機ITソリュー ション株式会社/ Northern Parklife AB
https://www.netapp.tv/details/28693
株式会社Y2S
https://www.netapp.tv/details/28727

⼤学ICT推進協議会(AXIES)
https://www.netapp.tv/details/28665
デジタルアーカイブ学会
https://www.netapp.tv/details/28784
⼀般社団法⼈デジタル・イノベーション
https://www.netapp.tv/details/28671
Top Out Human Capital株式会社
https://www.netapp.tv/details/28643
⼀般社団法⼈ ⽇本映画テレビ技術協会
https://www.netapp.tv/details/28639
⼀般財団法⼈バイオインダストリー協会
https://www.netapp.tv/details/28616

スポンサー

詳細・登録 →
https://insight.netapp.com/ja/
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