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ワイヤレスジャパン2007

展示会への入場が無料になる事前登録！！
http://www.wjexpo.com
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ウィズモバイル2007コンテンツ開発＆配信技術展2007
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好評受付中！

同 時
開 催

2007年7月18日          ～7月20日          10：00～17：3：30（最終日最終日は17：00迄0迄）
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モバイル／ワイヤレス市場の動向を
左右するチップのトレンド、さらにはＯＳ、
ミドルウエアの最新動向から、
ブラウジング、アプリケーションの
今後を占います。

ソフトウエア技ソフトウエア技術、実装技術の最新動向実装技術の最新動向多様なコンテンツ・サービスの誕生多様なコンテンツ・サービスの誕生 ソフトウエア技術、実装技術の最新動向

HSDPA、Ｒｅｖ．Ａ、WiMAX、次世代ＰＨＳなど、
最新のネットワーク技術を紹介します。
また、ZigBee、ワイヤレスＵＳＢ、UWB、
Wi-Fiなどワイヤレス／モバイルの
新技術、新製品が登場します。

携帯電話、PHS、スマートフォン／ＰＤＡ、
無線LAN携帯デュアル端末、ワンセグ対応など、
多様な携帯情報端末が相次いで登場しています。
また生活とビジネスに欠かせない
最新の端末をご紹介します。

ワイヤレス・ブロードバンドの技術・サービス・製品が集結。
ワイヤレス＆モバイル通信の高速化と情報端末の高度化が進むマーケット。
ビジネス交流、製品導入検討、市場動向把握にお役立てください。

ワイヤレス＆モバイルは　  の世紀へワイヤレス＆モバイルは　  の世紀へM
メ ガメ ガ
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Exhibit Scope 2007

Keyword 1

Keyword 3 Keyword 4

Keyword 2

モバイル２．０に向かう最新サービス、
コンテンツを紹介します。
ＳＮＳ、ブログ、音楽配信、動画配信など
最新動向と、活発化する法人向け
ソリューションもご覧になれます。

多様なコンテンツ・サービスの誕生

ネットワークの高速ブロードバンド化ネットワークの高速ブロードバンド化 モバイル端末の高機能化・多様化モバイル端末の高機能化・多様化ネットワークの高速ブロードバンド化 モバイル端末の高機能化・多様化

高速高速に、高機能高機能に、高度高度な、端末とネットワークが創出する新ワイヤレス産業端末とネットワークが創出する新ワイヤレス産業高速に、高機能に、高度な、端末とネットワークが創出する新ワイヤレス産業

ワイヤレスコミュニケーションの技術とサービスを紹介ワイヤレスコミュニケーションの技術とサービスを紹介
通信、映像、音楽、検索、決済、ゲームetc.ケータイコンピューティングの成長領域はとどまるところをしりません。
また、商用化を待つWiMAXに象徴される広域無線通信から近距離無線通信までのワイヤレス製品開発も
注目されます。ワイヤレスジャパン2007では、この1年で長足の進歩を遂げたネットワーク、端末、コンテンツ、
ソフトウェア技術を、展示とコンファレンスでお届けします。ご来場をお待ちしております。
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東京ビッグサイト 東2・3ホール

ソフトウエア技術、実装技術の最新動向多様なコンテンツ・サービスの誕生

ワイヤレス＆モバイルは　  の世紀へM
メ ガ

ネットワークの高速ブロードバンド化 モバイル端末の高機能化・多様化

高速に、高機能に、高度な、端末とネットワークが創出する新ワイヤレス産業

■アイエニウェア・ソリューションズ（株）
■ Icera Inc.
■（株）アイダックス／ナラテック
■アイ・ビー・エス・ジャパン（株）
■Actix Ltd.
■（株）アルチザネットワークス
■Alvarion Japan（株）
■Antenova Ltd.
■Andrew Corp.
■ E2パブリッシング（株）
■イー・モバイル（株）
■（株）医療電子科学研究所
■（株）インコム
■（株）インターソリューションマーケティング
■（株）インデックス
■インフィニオンテクノロジーズジャパン（株）
■（株）インプレスR&D
■ウィザー ジャパン（株）
■（株）ウィルコム
■Airpoint Co.,Ltd
■（株）映像新聞社
■HTC Nippon（株）
■（株）エイビット
■（株）エーアイコーポレーション
■Extricom
■ＮＥＣ
■NECエンジニアリング（株）
■（有）エヌ・オー・シー
■（株）ＮＴＴドコモ
■FAシステムエンジニアリング（株）
■沖電気工業（株）
■オズマ（株）
■（株）北村製作所
■（株）キマンダジャパン

■QUALCOMM Inc.
■Global IP Solutions, Inc.
■クロスボー（株）
■KT
■KDDI（株）
■（株）光電製作所
■コーンズ ドッドウェル（株）
■コルブリス・ネットワークス・ジャパン（株）
■（株）コンテック
■C&S Technology Inc.
■ZigBee Alliance ／ZigBee SIGジャパン
　IMIジャパン（株）
　アドソル日進（株）
　アトメル ジャパン（株）
　ＮＥＣエンジニアリング（株）
　エンバー社
　（株）オーエステクノロジー
　沖電気工業（株）
　ジェニック・リミテッド
　ディジ インターナショナル（株）
　テュフラインランド ジャパン（株）
　日本テキサス・インスツルメンツ（株）
　（株）日立製作所 ワイヤレスインフォベンチャーカンパニー／
　（株）日立製作所 システム開発研究所／
　（株）テクノロジー・アライアンス・グループ
　フリースケール・セミコンダクター・ジャパン（株）
　（株）ルネサステクノロジ
　レディオパルス社
■シャープ（株）
■（株）情報産業新聞社
■（株）新日本電波吸収体
■（株）スカイリー・ネットワークス／
　Uniband Electronic Corporation （UBEC）
■進工業（株）

■スター・ゲームズ（株）
■Spansion Japan（株）
■Spectec Computer Co.,Ltd.
■（株）ゼロ・サム
■ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ（株）
■（株）ソフィアモバイル／
　ソフィア総合研究所（株）／
　（株）ソフィアシステムズ
■（株）ソリトンシステムズ
■（株）ダイヤモンド・フリードマン社
■タタ コンサルタンシー サービシズ ジャパン（株）
■TapRoot Systems, Inc.
■テケネットワークス（株）
■鉄道情報システム（株）
■（財）テレコムエンジニアリングセンター
■（株）電波タイムス社
■（株）東芝／東芝ソリューション（株）／
　東芝松下ディスプレイテクノロジー（株）
■（株）東陽テクニカ
■（株）トキメック
■Trolltech
■長野日本無線（株）
■日経BP社
■日本ソナス・ネットワークス（株）
■日本テキサス･インスツルメンツ（株）
■（株）日刊工業新聞社
■Nordic Semiconductor ASA／ガーミン
■パナソニック モバイルコミュニケーションズ（株）
■浜松ホトニクス（株）
■（株）ビーエヌテクノロジー
■（株）BCN
■（株）日立プラントテクノロジー
■（有）ヒミコ・ソリューションズ
■Huawei Technologies Co.,Ltd.

■フォーカス エンハンスメント ジャパン（株）
■双葉電子工業（株）
■（株）ブロードリーフ
■マルティスープ（株）
■三菱電機エンジニアリング（株）
■（株）メリテック
■（株）モバイル・テクニカ
■モビキョー（株）
■モリト（株）
■ユニアデックス（株）
■（株）ユビナビ
■横須賀市 産学官パビリオン
　（株）アイティエス21企画
　京浜急行電鉄（株）
　電気通信大学
　東京大学
　横須賀市
■（株）横山製作所
■（株）YOZAN
■（株）ライトウェル
■リード・ビジネス・インフォメーション（株）
■リックテレコム（株）
■菱電商事（株）／
　インテグレーションアソシエイツ
■林栄精器（株）／フーバー+スーナー
■RedDot Wireless Inc.／日商エレクトロニクス（株）／
　（株）トムキ／マイクロテック（株）
■レッドベンド・ソフトウェア・ジャパン（株）
■YRP研究開発推進協会
■（株）YRP事業開発研究所
■（株）ワイズノット
■ワイヤレステクノロジ－（株）／
　（株）ブルーネクストジャパン

出展社一覧 （2007年5月22日現在）
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国際展示場

国際展示場正門

有明客船ターミナル

東京ビッグサイト 展示会に関するお問い合わせは 　　展示会事務局 ： 日本イージェイケイ（株）
〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-17 赤坂第一ビル 10F
TEL ： 03-5772-1321  FAX ： 03-5772-1324  E-Mai l ： wj-info@ejkjapan.co.jp

主　 　催 ： （株）リックテレコム　　 企画運営 ： 日本イージェイケイ（株）

後 援（予定） ：総務省、（財）日本ITU協会、（社）電波産業会、（社）電気通信事業者協会、（財）インターネット協会、
YRP研究開発推進協会、特定非営利活動法人ASPインダストリ・コンソーシアム・ジャパン、NPO日本ネットワークセ
キュリティ協会、（有中）日本ICカードシステム利用促進協議会、次世代電子商取引推進協議会（ECOM）、（財）デジタ
ルコンテンツ協会、（社）日本インターネットプロバイダー協会、（社）日本自動認識システム協会、（社）地上デジタル
放送推進協会、（財）テレコム先端技術研究支援センター、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）

特別協力（予定）：モバイルコンテンツフォーラム（MCF）、モバイルコン
ピューティング推進コンソーシアム（MCPC）、韓国文化コンテンツ振興院
（KOCCA） 

特別企画協力 ： ZigBee Alliance／ZigBee SIG-J、Bluetooth SIG

ＨＳＤＰＡ／Ｒｅｖ．Ａ/Ｂ／IEEE802.11／WiMAX／次世代ＰＨＳ／ZigBee／
UWB／Bluetooth等のワイヤレス・ネットワーク製品と技術
ワイヤレス／モバイル製品向け組込みデバイス／ソフトウェア
テスト／シミュレータ／測定器
コンテンツ配信プラットフォーム
モバイル決済／課金システム
セキュリティ／認証システム
アプリケーション／コンテンツ
ワイヤレス／モバイル・サービス
ユーザー向けネットワーク・ソリューション
携帯電話／PHS／スマートフォンなどの情報通信端末、他

ご覧になれる製品カテゴリー

ワイヤレヤレスコミュニスコミュニケーケーションの技術技術とサービスを紹介紹介ワイヤレヤレスコミュニスコミュニケーケーションの技術技術とサービスを紹介紹介ワイヤレスコミュニケーションの技術とサービスを紹介

「有機テクノロジー国際会議」  7月18日（水）レセプションホールにて開催！

■ACCESS MAP ■併催展示［ アクセスマップ ］

～究極のオルガテクノ「心で動かすコンピューター」～
感情を伝える携帯電話など、生き物とデバイスをつなぐ究極のオルガテクノ～情報処理通信まで、既に始められている
近未来的最先端テクノロジーを紹介します。考えただけでコンピューターが動き、ゲームが出来る、そんな時代が始まります。
ナノテク、バイオテク、そしてITの融合のさらに先を垣間見る国際会議です。展示会やビジネスセミナーでは、今までの概念に
とらわれない有機～生体機能材料の研究開発を展望することが可能です。オルガテクノの新しいチャレンジにご期待下さい。 

通信、映像、音楽、検索、決済、ゲームetc.ケータイコンピューティングの成長領域はとどまるところをしりません。通信、映像、音楽、検索、決済、ゲームetc.ケータイコンピューティングの成長領域はとどまるところをしりません。
また、商用化を待つWiMAXに象徴される広域無線通信から近距離無線通信までのワイヤレス製品開発もまた、商用化を待つWiMAXに象徴される広域無線通信から近距離無線通信までのワイヤレス製品開発も
注目されます。ワイヤレスジャパン2007では、注目されます。ワイヤレスジャパン2007では、この1年で長足の進歩を遂げたこの1年で長足の進歩を遂げたネットワーク、端末、コンテンツ、ネットワーク、端末、コンテンツ、
ソフトウェア技術ソフトウェア技術を、を、展示とコンファレンス展示とコンファレンスでお届けします。ご来場をお待ちしております。お届けします。ご来場をお待ちしております。

通信、映像、音楽、検索、決済、ゲームetc.ケータイコンピューティングの成長領域はとどまるところをしりません。
また、商用化を待つWiMAXに象徴される広域無線通信から近距離無線通信までのワイヤレス製品開発も
注目されます。ワイヤレスジャパン2007では、この1年で長足の進歩を遂げたネットワーク、端末、コンテンツ、
ソフトウェア技術を、展示とコンファレンスでお届けします。ご来場をお待ちしております。

製品・サービスを探しに
技術の勉強に　　パートナーの開拓に
課題の相談に　　トレンドの把握に

来 場 者

技術、製品、サービスが集結する3日間

official site ： www.orga-techno.com




