
商用車
テレマティクス＆運行管理システム EXPO
（企画案）

ワイヤレスワイヤレスICTICTワールド＜商用車のワールド＜商用車のITIT化に特化した新企画＞化に特化した新企画＞

来場者約来場者約5500055000人が集まるワイヤレスジャパンと同時開催人が集まるワイヤレスジャパンと同時開催

●会期：
2012年5月30日（水）～6月１日（金）

●会場：
東京ビッグサイト 西3ホール

●主催：
日本イージェイケイ㈱/ ㈱リックテレコム/パラボックス㈱

●同時開催
ワイヤレスICTワールド（仮称）内、
・第17回「EXPOCOM ワイヤレスジャパン」
・M２M クラウドEXPO
・ワイヤレスインフラ・ネットワークEXPO（仮称）
・ケータイショップEXPO（仮称）



商用車テレマティクス＆
運行管理システムEXPO開催にあたって
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「商用車テレマティクス＆運用管理システムEXPO」は、

商用車に関するあらゆる情報機器・通信技術・運行管理システムが
一堂に集まる日本初企画の専門展示会です。

現在、商用車業界において、通信技術を介して道路に設置されているインフラ機器からの
道路情報を自動車に送る「路車間通信技術」、電波を使った“手旗信号”とも言われている近未来コ
ミュニケーションの「車車間通信技術」は、これからの交通安全化の大きな柱として注目されています。

当展示会では、ＩＴＳ分野の中でも大きくクローズアップされているこれからの自動車技術として注
目されている路車間通信、車車間通信、およびトラック物流での通信ＩＴ技術を中心に焦点を当てます。
さらに、専門家のコンファレンスを企画し、ＧＰＳを採用した運行管理システム、最新の通信技術やＷ
ｅｂを利用した集荷情報システム、デジタコやドライブレコーダーと連動した運行情報技術、ＲＦＩＤ
を利用した貨物管理システムなど「儲かるトラック輸送の形」や「安全走行への展望」などをテーマと
したコンファレンスも実施します。

なお、当展示会は
「ワイヤレスICTワールド」の会場内で来場者数50,000人以上を誇る「ワイヤレスジャパン 2012」と同
時開催することで、通信技術に関心の高い「ワイヤレスジャパン」来場者に製品や技術をＰＲできると
同時に「ワイヤレスジャパン」出展社とのビジネス・コラボレーションも可能となる相乗効果も見込ん
でおります。

是非、当展示会を皆様のビジネス拡大にご活用ください。
商用車業界の活性化と益々の発展の為にも皆様のご出展を何卒よろしくお願い申し上げます。
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開催概要

●会期

●会場

●主催

●企画協力

●運営事務局

●同時 開催展

●来場者数

●出展規模

●後援（申請予定）

2012年5月30日（水）～6月1日（金）

東京ビッグサイト 西3ホール（ワイヤレスICTワールド内）

日本イージェイケイ株式会社/ ㈱リックテレコム/パラボックス㈱

㈱MICEジャパン/㈱好文舎

日本イージェイケイ㈱

ワイヤレスICTワールド（仮称）内、
・第17回「EXPOCOM ワイヤレスジャパン」
・M２M クラウドEXPO
・ワイヤレスインフラ・ネットワークEXPO（仮称）
・ケータイショップEXPO（仮称）

55,000人（予定、同時開催展含む）

30社80小間（予定）

（社）新交通システム協会、（社）全日本トラック協会、（社）日本自動車工業会、国土交通省、
経済産業省、総務省 他
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商用車テレマティクス＆
運行管理システムEXPO



出展対象と来場対象
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出展対象 来場対象

新たな
ビジネス

チャンスを
創出

■運送会社

■企業の物流管理事業関連

■倉庫会社

■自動車ディーラー

■自動車メーカー

■３PL（Third Party Logistics）

商用車テレマティクス＆
運行管理システムEXPO

■商用車テレマティクス（情報機器・通信技術）
・テレマティクスサービス／技術 ・ＧＰＳ／ＧＩ
Ｓ ・路車間技術 ・車車間技術 ・高度道路交
通システム ・ワイヤレス通信システム ・モバ
イル／ハンディ端末 他

■商用車輸送効率化運行システム
・運行管理システム ・求車求貨システム ・輸
送品質管理システム ・デジタルタコグラフ ・ド
ライブレコーダ ・ＩＣタグ（RFID） ・センサ ・ラ

ベリングシステム ・受発注管理システム ・入
荷／出荷システム ・在庫管理システム ・輸
送／配車／配送システム ・アイドリングストッ
プシステム 他

■セキュリティ
・アルコールチェッカー ・ＴＰМＳ（タイヤ空気
圧管理システム） ・各種盗難防止装置 ・ウイ
ルス対策 ・情報漏洩（ログ管理、暗号化ツー
ル） ・生体認証 他



同時開催展 ワイヤレスジャパンの来場一例

４

来場ターゲット企業一例

商用車テレマティクス＆
運行管理システムEXPO

【ワイヤレスジャパン2011 物流業界の来場者一例】

いすゞライネックス株式会社 業務管理室 管理部
カーシェアリング・ジャパン株式会社

システムオペレーション室 システムグループ
シーバロジスティクスジャパン株式会社 ロジスティクス部
ヤマトシステム開発株式会社

ｅ－ロジトレーシングソリューションカンパニー ロジトレーシンググループ ヤマト運
輸株式会社 業務改革部
リコーロジスティクス株式会社 物流技術本部
株式会社ジャパンロジスティックス 東京営業所
株式会社バンテック 情報システム部
株式会社丸運 情報システム部
株式会社日立製作所 交通システム事業部 輸送システム本部
株式会社日立物流 クロスマーケットシステム部
株式会社髙島屋 ＩＴ推進室
鴻池運輸株式会社 鴻池技術研究所
三井倉庫株式会社 LIT推進部
神奈川旅客自動車協同組合 ラジオタクシー事業部
西多摩運送株式会社 第二営業部
静岡県貨物運送協同組合 営業部
日本通運株式会社 東京航空支店 国内貨物部
日本郵政株式会社 事業開発部
日鐵物流株式会社 物流ソリューション部
矢倉倉庫株式会社 営業企画開発推進課

【ワイヤレスジャパン2011 自動車業界の来場者一例】

トヨタ自動車株式会社 IT・ITS企画部
トヨタ自動車株式会社 e－TOYOTA部
トヨタ自動車株式会社 制御ソフトウェア開発部基本ソフトウェア開発室
本田技研工業株式会社 IT部 IT戦略管理室
日産自動車株式会社 実験試作部
日産自動車株式会社 技術企画部
日産自動車株式会社 要素技術開発本部 内外装技術開発部
富士重工業株式会社 商品開発企画部
富士重工業株式会社 生産技術研究部
スズキ株式会社 四輪電装設計部
BMW株式会社 エンジニアリング・ジャパン
メルセデス・ベンツ日本株式会社 アフターセールス販売店サポート部
フォルクスワーゲングループ 東京技術代表部
マツダ株式会社 Ｒ＆Ｄ技術管理本部 開発調査部
ヤマハ発動機株式会社 技術本部
ヤマハ発動機株式会社 研究開発統括部
日野自動車株式会社 ＩＴ推進部販売システム推進室
三菱電機株式会社 自動車機器事業部 海外営業一部
株式会社豊田自動織機 トヨタＬ＆Ｆカンパニー物流エンジニアリング部
アイシン精機株式会社 ITS技術部
アイシン精機株式会社 技術企画室
アイシン精機株式会社 ITS走行システム開発部
株式会社デンソー 電子基盤技術開発部
株式会社デンソー 情報安全事業グループ 情報通信開発室
矢崎総業株式会社 電線本部 営業統括部
NOK株式会社 営業本部 マーケティング部
アルパイン株式会社 商品企画部R&DデザインGr
株式会社ブリヂストン タイヤ先行技術開発部

横浜ゴム株式会社 研究本部
富士通テン株式会社 事業開発本部
パイオニア株式会社 カー事業戦略部
クラリオン株式会社 コア技術開発統括部 ITコア開発部



来場誘致① 質の高い来場者を集客する企画

５

●セミナー企画
商用車専門のセミナーを実施！業界で最も充実した企画で、質の高い集客を目指します

＜企画案＞

●路車間通信技術の最新動向

●700MHz帯ITSへの取り組み

●安全走行への展望とIT化の取り組み

●儲かるトラック輸送の形とは？

●運行・貨物・集荷管理の効率化を
図るには

など

（イメージ）
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来場誘致②

６

＜プレス＞
●トラックマガジン「full-load」

●リックテレコム媒体誌

●「MICE JAPAN」

ワイヤレスジャパンのDB7万件に対して告知！

さらに、
業界関係者へのDM・メール配信・来場営業を徹底的に実施！

＜業界団体＞
（社）新交通システム協会

（社）全日本トラック協会

（社）日本自動車工業会
など

→特に関連性の高いプレス・業界団体へも積極的に働きかけます

商用車テレマティクス＆
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【料金には、展示会場のセミナースペースで行う製品プレゼンテーションがセットになっています。】

７

スペース料金 ［3小間以上の場合］ ￥425,250（税込）／小間（3m×3m）

スペース料金 ［1、2小間の場合］ ￥456,750（税込）／小間（3m×3m）

基本パッケージブース料金（※仕様） ￥576,450（税込）／小間（3m×3m）

会場に出展場所だけを確保し、各社でブース造作をするスペース料金、製品やパネルだけを持ち込むだけで準備の整う基本パッケージブース料金、ブース
装飾も料金に含めたセミ・デザインド・ブース料金などがあります。

※パッケージ小間仕様
展示スペース／壁面パネル（白）／
カーペット／和英社名板／
受付カウンター1台／椅子2脚／
蛍光灯2灯／800wコンセント1ヶ／
屑籠／小間内清掃

出展料金

2小間モデル 4小間モデル

1,281,000円（税込）
スペース料金 913,500円

＋
ブース造作費 367,500円

2,488,500円（税込）
スペース料金 1,701,000円

＋
ブース造作費 787,500円

ブース
仕様

備考

» セミ・デザインド・ブース料金に含まれるもの
展示スペース／壁面パネル／床パンチカーペット／上部社名看板／受付カウンター／展示台 カウンターチェア
※電気工事（一次／二次）ならびに電気使用量はこちらには含まれていません。ご注意ください。

出展料金

【出展に関するお問い合わせ先】 運営事務局 日本イージェイケイ株式会社 wj-info@ejkjapan.co.jp  担当：菅野/元田
TEL: 03-6459-0444 FAX: 03-6459-0445 〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園7F 


