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日本電気株式会社は

VMware Evolve カンファレンス 2018 に協賛しています

セッションタイトルをご入力ください

00:00 - 00:00BS-000

展示タイトルや内容をご入力ください

BREAKOUT SESSION

展示

招待コード特典

招待コードを入力してご登録いただいた

来場者様に、会場にて VMware ロゴ入り

「cheero CLIP」をプレゼント！

https://vm-event.jp/evolve/?src=EPXXXX


スポンサー

セッション一覧

10:30

|

12:00

12:15

|

12:45

【ランチセッション】

HCI本格導入までの道の

り

日立製作所

【ランチセッション】

ついに！ネットワークに

強い日商エレクトロニク

スが語る vSANの活用術

（仮）

日商エレクトロニクス

【ランチセッション】

どこまで明かす？KEL 

HCIマスターが語るHCI

の真実

兼松エレクトロニクス

【ランチセッション】

あなたの仮想化インフラ

の悩み事を解決します！

レノボ・エンタープライ
ズ・ソリューションズ

13:15

|

14:00

VMware NSX for 

vSphere 6.4 

アップデート

ヴイエムウェア

NSX 導入後のリアルな

実態

ヴイエムウェア

【お客様事例講演】

HCIパネルディスカッシ

ョン：実際どうなの？？

導入ユーザーが明かす

vSAN HCIの導入効果

マルチクラウドのあるべ

き運用、教えます

ヴイエムウェア

ネットワーク仮想化のプ

ランニングと自動化

ヴイエムウェア

ハイブリッドクラウドを

実現する VMware 

Hybrid Cloud 

Extension 概要

ヴイエムウェア

サイバーハイジーンと

は？

～新たなセキュリティア

プローチ

ヴイエムウェア

14:15

|

14:45

高いセキュリティとコス

ト効率を実現する仮想デ

スクトップ（VDI）

ヴイエムウェア

マルチクラウド環境の管

理をサイロ化させないた

めに

ヴイエムウェア

【お客様事例講演】

近日公開

HCIをすべての人に

ソフトバンク コマース&

サービス

管理者の負荷を劇的低

減！！仮想デスクトップ

導入の最適解

富士ソフト

ネットワールドが伝える

vSAN 環境バックアップ

のメソッド！

ネットワールド

VMware vSANを早く、

賢く、安心して構築、運

用する方法

伊藤忠テクノソリュー

ションズ

15:15

|

15:45

NSX-T が描くネイティ

ブパブリッククラウド連

携

ヴイエムウェア

VMware Cloud 

Foundation (VCF）によ

るデータセンターのモダ

ナイゼーション

ヴイエムウェア

【お客様事例講演】

VDIを導入したらこう

なった・・・・

投資の最適化実現

九州電力様

「Dell EMC VxRail が実

現するビジネスの俊敏

性」

Dell EMC (EMCジャパン)

ビジネスのためのクラウ

ド「IBM Cloud」が

VMware ユーザー企業に

選ばれる理由

日本アイ・ビー・エム

近日公開

富士通

ネットワークに変革と革

新をもたらす NSX SD-

WAN by VeloCloud

ヴイエムウェア

16:00

|

16:30

今だから知りたい、

vSphere 最新アップデー

ト！

ヴイエムウェア

Azure にも対応！クラウ

ド時代のデスクトップ

ヴイエムウェア

【お客様事例講演】

近日公開

オンプレミス版 VMware 

Cloud Foundation

徹底解剖！！

日本ヒューレット・パッ

カード

他では聞けない技術者の

本音、VMware社ソ

リューション活用の勘所

日本電気

VMware運用を10年続け

てきた今だから言えるこ

と

富士通クラウドテクノロ

ジーズ

16:45

|

17:30

来る、きっと来る。

Feel like a Cloud

- VMware Cloud on 

AWS 最新アップデート -

ヴイエムウェア

よくよく見ると意外に違

う！他社と HCI 

Powered by VMware 

vSAN の比較

ヴイエムウェア

SDDC 環境をコンテナ化

する PKS の仕組みと使

いどころ

ヴイエムウェア

アプリケーションのため

のクラウド型

セキュリティ：VMware 

AppDefense

ヴイエムウェア

VMware コンサルタント

が語るマルチクラウド時

代を見据えたIT基盤運用

管理術

ヴイエムウェア

Windows 10 もスマホ・

タブレットも。モバイル

SSO で便利&セキュアを

実現

ヴイエムウェア

LS-011

General Session

※2018年3月30日現在の情報となります。最新情報はオフィシャルサイトをご覧ください。

英語でのセッション（同時通訳あり）

ヴイエムウェア株式会社

代表取締役社長

VMware, Inc.
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