
NEWS RELEASE                            ２０１０年５月１７日 

  ＜ここから始まるワイヤレス新ビジネス！＞ 

 
   

 
  
 
 
 
 
 

株式会社リックテレコム 

                           日本イージェイケイ株式会社 

 

株式会社リックテレコム（東京都文京区、代表取締役社長・土岡正純）と日本イージェイケイ

株式会社（東京都港区、代表取締役社長・狐塚直純）は、２０１０年７月１４日（水）～１６日

（金）の３日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で「ワイヤレスジャパン２０１０」

（http://www.wjexpo.com）を開催します。 

今年で１５回目を迎える本展示会は、ワイヤレス＆モバイル通信技術とサービスを紹介する国

内最大級の専門展示会で、出展社数は国内外から１６５社、来場者数は５０，０００人を見込ん

でいます。 

  

2010 年末、次世代の携帯電話ネットワークである LTE（Long Term Evolution）サービスが

開始される予定です。いわゆる第 3.9 世代携帯電話サービスがスタートする年となります。LTE

は、光ファイバ並の高速通信が可能というだけではなく、接続遅延が少なく、インフラ設備の効

率が高まるなど、ユーザー、キャリアの双方にとって大きなメリットをもたらす最先端の移動通

信サービスです。 

ワイヤレスジャパン 2010 では、この特長をもつ最先端のモバイルインフラを提供するグロー

バル企業が出展。LTE の技術革新と普及に向けた戦略を発表します。また、Android などの新し

い OS によって劇的に進化した多機能型ネット端末、スマートフォン、電子書籍閲覧用端末など

のモバイル端末はもちろん、話題のアプリケーション・マーケットや先進的な法人活用例などの

動向にも焦点をあて、多彩なカンファレンスと展示から、スマートフォンの「今」と「未来」を

明らかにします。 

 他方、無線通信モジュールを内蔵した機器製品が増え、機器間をワイヤレス通信でつなぐマシ

ン・ツー・マシン（M2M）市場が立ち上がり、さまざまな産業分野でワイヤレス技術の利活用が

始まっています。この状況をキャッチアップし、より多くの産業界の方々にワイヤレス技術の有

用性をご理解いただくため、今開催から「無線技術応用産業展 モバイルパワー2010」の併催を

決定いたしました。 

ワイヤレスジャパン 2010 ならびに無線技術応用産業展 モバイルパワー2010 では、「ここから

始まるワイヤレス新ビジネス」をテーマに、大手通信キャリアやネットワークベンダーが集結し、

＜展示＞と＜コンファレンス＞で最新ネットワーク技術やサービス、モバイル端末が生み出すソ

リューション、そしてその上で開花する最先端のアプリケーションを発信していきます。 

国内最大級のワイヤレス＆モバイル技術とソリューションの展示会 

「ワイヤレスジャパン２０１０」開催 
「無線技術応用産業展 モバイルパワー2010」を併催 

会 期 ：2010 年 7 月 14 日(水) ～ 16 日(金) 10：00～18：00（最終日は 17：00 まで） 

会 場 ：東京ビッグサイト （東 1・2 ホール／会議棟<各種セミナー>） 

入場料：無料（事前登録、無料招待券、当日受付は名刺を提出で入場可<セミナーは一部を除き有料>） 

 



ワイヤレスジャパン２０１０ 開催概要 

 
■会 期： ２０１０年７月１４日（水）～１６日（金） 

       １０：００～１８：００（最終日は１７：００まで） 

 

■会 場： 東京ビッグサイト 東１・２ホール／会議棟 

      （東京都江東区有明 3丁目 11番 1号） (http://www.bigsight.jp/) 
 

■入場料： 無料（事前無料登録・無料招待券、当日受付は名刺提出で入場可） 

 

■主 催： 株式会社リックテレコム 

 

■企画運営：日本イージェイケイ株式会社 

 

■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・SaaS

インダストリ・コンソーシアム、 (社)デジタル放送推進協会、 情報通信ネット

ワーク産業協会、 (財)デジタルコンテンツ協会、 (財)テレコム先端技術研究支

援センター、 次世代電子商取引推進協議会、 (有中)日本 IC カードシステム利

用促進協議会、 (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、 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会、 (社)日本ケーブルテ

レビ連盟、 (財)テレコムエンジニアリングセンター、 (社)デジタルメディア協

会、 (財)店舗システム協会、 日本チェーンストア協会、 日本百貨店協会、 (社)

日本ショッピングセンター協会 

 

■特別協力（予定）: モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、 一般社団法人モバイル・

コンテンツ・フォーラム、 モバイル マーケティング ソリューション協

議会、 (社)日本マーケティング協会、 ZigBee Alliance、 ZigBee SIG-J、 

Bluetooth SIG、 WiFi ALLIANCE 

 

■出展社数 ： １６５社（想定）  

 

■来場者数 ： ５０，０００人（想定） 

 

 

＜この件に関するお問合せ先＞ 

「ワイヤレスジャパン２０１０」推進事務局：和田 

TEL.03-56561-1441 FAX.03-5651-1442 

（東京スコットマネジメント内） 

 

「ワイヤレスジャパン２０１０運営事務局（日本イージェイケイ内）」 

TEL.03-6459-0444 FAX.03-6459-0445 

 



ワイヤレスジャパン／無線技術応用産業展の主な出展品目と特設ゾーン 

ワイヤレス／モバイルの最先端技術、サービス、ソリューションが大集合！ 
ワイヤレスジャパン 2010/無線技術応用産業展 2010では、LTE など最先端のモバイル・ブロードバン

ド通信技術や、ZigBee や Bluetooth などの近距離無線通信技術を実用化するために不可欠な移動通信

サービス、インフラ設備、端末、ソフトウェア、そしてそれらを応用したさまざまなソリューション

やアプリケーションが一堂に介します。 

 

＜ワイヤレスネットワーク技術＞ 

3G携帯電話・LTE / 次世代PHS / WiMAX / 無線LAN・Wi-Fi / ミリ波無線 / ホームネットワー

ク通信 / ZigBee / Bluetooth / NFC等の技術やソリューション 

 

＜モバイル情報端末＞ 

携帯電話／PHS、スマートフォン、各種モバイル情報端末 、業務用無線端末 

 

＜無線モジュール／デバイス、組み込みソリューション＞ 

モバイル通信モジュール、画像処理プロセッサ / チップ / RFモジュール、開発支援ツール、モバイルOS、

M2Mシステム／ソリューション 

 

＜モバイルサービス、モバイルコンテンツ＞ 

コンテンツ開発・製作 / モバイル動画 / モバイルマーケティング / GPS / SEM ・SEO/ 

コンテンツ配信プラットフォーム / アクセス分析 / 画像変換 

 

●インターネットＩＴＳ協議会デモンストレーション・エリア 

救急車や貨物車を展示。車とセンターをワイヤレス通信でつなぎ、患者の病状や対処方法、貨物の現状な

どリアルタイムな情報通信によるソリューションを紹介します。 

 

●モバイルコンテンツゾーン 

モバイル動画配信やコンテンツを活用したモバイルマーケティングは、今ではマスメディアと並ぶ広告ツ

ールとして確立されつつあります。携帯端末の高機能化によってさらに進化するモバイルコンテンツやア

プリケーションが集結します。 

 

●スマートフォン ShowCase 

主催者特別企画：「スマートフォンサミット 2010」の一環として、「スマートフォン ShowCase」ゾーンを

設置し、BlackBerry、iPhone をはじめとするスマートフォンや Android などの新しい OS によって劇的

に進化した多機能型ネット端末などのハードウェアと、それらに向けたアプリケーションなど各種ソフト

ウェアとソリューションをまとめて御覧いただける注目の展示エリアです 
 

 

 

 

 

 

 

 



ワイヤレスジャパンのフォーカスポイント① 

今年から「無線技術応用産業展 モバイルパワー2010」を併催します 
「第 1 回無線技術応用産業展」は、これまで「ワイヤレスジャパン」のなかで取り組んできた「ワイヤレ

ス／モバイル技術の各産業での利活用」を切り出し、さまざまな産業での広がりと利用実態を伝える専門

展示会としてスタートします。これまで移動通信キャリアや端末ベンダは、無線モジュールや専用端末の

開発を積極的に進め、より多くの産業界で無線技術が応用されていくことを推進してきました。その結果、

医療や物流の業務効率を改善、遠隔操作を可能にするなどの取り組みや、M2M ソリューションの実用化が

始まっています。そこで「第 1 回無線技術応用産業展-モバイルパワー2010」では、さまざまな産業・業種・

業態に向けて無線技術の利活用を促進するワイヤレスソリューションやシステム、またはそのベースとな

るワイヤレス技術や通信モジュールなどを広くピーアールしていただく場として、展示とセミナーを機能

的に組み合わせて提供していきます。 
●ワイヤレス技術で安全・安心が加速する「自動車・ITS スペシャルフォーラム」 

●ワイヤレスで仕事が変わる！現場が変わる！「業務効率徹底改善フォーラム」 

 
 

 

ワイヤレスジャパンのフォーカスポイント② 

スマートフォンサミット 2010 開催 
ワイヤレスジャパン 2010 では、今開催を「スマートフォン市場ビッグバン元年」と位置付け、スマート    
フォンの発展と可能性をさまざまな角度から掘り下げてゆく「スマートフォンサミット」を開催します。

ワイヤレスジャパンが厳選した多彩なカンファレンスと展示で、スマートフォンの「今」と「未来」の      
すべてを明らかにします。 
●400 名が無料参加できるビッグセッション「スマートフォンエグゼクティブフォーラム」 

●展示会場で“見る”＆“聴く”「スマートフォンセッション＆ShowCase」 

 
 
 

ワイヤレスジャパンのフォーカスポイント③ 

LTE サミット 2010 開催 

2010 年末をめどに、NTT ドコモでは LTE（Long Term Evolution）サービスの開始を計画しており、

2010 年はいわゆる第 3.9 世代携帯電話サービスがスタートする記念すべき年となります。本フォーラムで

は、最先端の LTE インフラを世界の移動通信キャリアに提供しようとしている有力基地局ベンダや、LTE
の活用を提案するネットワークインテグレータが集結し、LTE の技術革新と普及に向けた戦略を語ります。 
●グローバルに躍動するインフラベンダが集合「LTE エグゼクティブカンファレンス」 

●キャリアのインフラ担当者が登壇する「LTE サービス＆未来インフラ構築フォーラム」 

 
 
 
 



ワイヤレスジャパンのフォーカスポイント④ 

ワイヤレスカンファレンスの開催＜会議棟１F・6F・7Ｆ＞ 

 
●＜基調講演＞移動体通信ビジネスと端末開発の将来ビジョン 

NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、UQ コミュニケーションズといった日本

を代表するモバイル通信キャリアのトップが登壇し、最新のビジネス戦略と将来構想・ロードマップを語

ります。≪7 月 14 日開催・有料≫ 
 
●ギガビットワイヤレスフォーラム 

メガからギガへと高速化する無線 LAN や WirelessHD に代表されるホームネットワークをはじめ、無線

PAN、WiGig など次々登場するワイヤレス通信規格の動向を解説します。≪7 月 14 日開催・有料≫ 
 
●スマートグリッド向け無線通信フォーラム 

スマートグリッドや省エネルギーに貢献するワイヤレス通信技術にスポットを当て、標準化動向や実用段

階に入りつつあるスマートメータリングへの応用を詳しく解説していきます。≪7 月 15 日開催・有料≫ 
 
●最新モバイルコンテンツ技術フォーラム 

コンテンツやアプリの開発・実行環境の動向を踏まえ、AR（拡張現実感）、電子書籍向け端末、モバイル

放送など、モバイルコンテンツを取り巻くさまざまな技術革新を追います。≪7 月 16 日開催・有料≫ 
 
●モバイルマーケット最前線①－モバイル市場展望と SNS／Twitter フォーラム 

マーケットの現状をデータで分析するとともに、急速に普及した SNS や Twitter などモバイル端末を使っ

たコミュニケーションの最前線と将来像を探ります。≪7 月 14 日開催・有料≫ 
 
●モバイルマーケット最前線②－ID 連携と決済によるモバイルサービスの動向 

オープン化が進む ID と資金決済法の施行によって、電子商取引や金融・決済などのモバイルサービスがど

のように進化していくのかを、それぞれの分野のエキスパートが占います。≪7 月 15 日開催・有料≫ 
 
●Android アプリ開発講座／iPhone アプリ開発講座 

スマートフォン市場を牽引する Android と iPhone といった 2 つの OS 上で動作するアプリケーションは

大人気ですが、開発では一筋縄ではいかないさまざまなブレークスルーポイントや効率化のテクニックが

存在します。既にアプリケーション開発経験のある初級から中級のエンジニアに向け、ステップアップに

不可欠な実践的な講座を開催します。≪7 月 14 日、7 月 16 日開催・有料≫ 
 
 
 


