
株式会社リックテレコム/日本イージェイケイ株式会社 

ワイヤレスジャパン2012 
 

M2MクラウドEXPO 
=クラウド/センサー/エネルギーハーベスト= 

出展のご案内 

会期：2012年5月30日(水)～6月1日(金) 東京ビッグサイト西3・4ホール 

出展申込み  
好評受付中！ 

販売促進・パートナー開拓の場として 
ぜひご活用ください！ 
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開催概要 

■日   時：2012年5月30日（水）-6月1日（金） 

■場   所：東京ビッグサイト 西3・4ホール / 会議棟 

■来場対象：製造業（家電・自動車・機械・鉄鋼などの素材産業・化粧品・トイレタリー、医薬品、 

食品等）、医療、農業、建設・住宅、公共機関（電気・ガス・水道・交通等）、流通・物流関係者等 

■来場者数：55,000名（同時開催展を含む） 

 

■主催：株式会社リックテレコム / 日本イージェイケイ株式会社 

■後援：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：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、Bluetooth SIG、Wi-Fi ALLIANCE、ZigBee Alliance、ZigBee SIG-Jなどを予定 

 



開催にあたって 

自動販売機、建設機械などへの通信モジュール搭載で始まったM2M(MachinetoMachine)市場は、
3G/LTE/WiMAXの普及はもちろんWiFi、Bluetooth、Z-Waveなど無線通信技術、センサー技術の発展やデバイ
スの小型化・低消費電力化などによって新たな需要が喚起されはじめています。 
 
また、インターネットがM2Mによって新局面を迎えるIOT(Internet of Things)の概念が広がることによってグロー
バル規模でM2Mサービスが進化しようとしており、特にM2Mサービスの新たな発展をクラウド基盤で支える
M2Mクラウド構想はM2Mがあらゆる産業に浸透し、新たな価値を生み出すものと期待されています。 
 
とりわけ、農業分野、自動車分野、交通・物流分野、電力分野、家電分野、医療分野への広がりは農業クラウド、
テレマティクス、スマートグリッド、スマートハウス、スマートシティ、スマートコミュニティなど新しいキーワードとと
もに新産業分野、新社会インフラの創造・発展へと進展しようとしています。 
 
「ワイヤレスジャパン」では、3年前からモバイル/ワイヤレス技術が様々な産業分野に浸透し、新サービス、新
ビジネスを生み出し始めていることに着目、新産業育成にむけて「無線技術応用産業展」を同時開催してまい
りましたが、このようなM2Mの新たな発展局面のなかで、来年の「ワイヤレスジャパン2012」におきましては、よ
りその専門性を高めた展示会として、「スマートシティ＆M2Mクラウド EXPO」を同時開催したいと考えます。 
 
本展示会は、キャリア、メーカーベンダー、SI・NIディーラーなど日本のモバイル/ワイヤレス業界のキーパーソ
ンはもとより、大手から中堅中小企業にいたるモバイル/ワイヤレスに高い関心を持つ産業企業の経営層ビジ
ネス層約54,000人が集結する「ワイヤレスジャパン」との併催により高い相乗効果を見込むことが出来ます。 



「ワイヤレスジャパン2012」 開催趣旨 

  「ワイヤレスジャパン」は、１９９５年以来、携帯電話端末はじめ、基地局・ネットワークイン 

 フラ設備、サービスプラットフォームから、モバイルコンテンツ、企業向けモバイルソリューション、 

 携帯電話販売ソリューションに至るまで移動通信業界の全分野にわたりキープレーヤーが 

 一堂に集結する日本で唯一のモバイル／ワイヤレス専門展示会として、 

 日本の移動通信の発展とともに歩んで参りました。 

 

  また、近年、各種産業分野へのモバイル／ワイヤレス技術の浸透によって新市場・新サービス 

 の創造、新産業の興隆が進む中で、ワイヤレス新需要の開拓に向けて「無線技術応用産業展」 

 を同時開催して参りました。 

 

  「ワイヤレスジャパン２０１２」は、こうした成果の上に、グローバル規模のモバイル／ワイヤレス 

 市場の新たな変化を取り込み、 

 「スマートフォン／タブレットシフト」 

 「産業へのモバイルの浸透と融合」 

 「グローバル・アジアビジネス」をキーワードに 

 市場の進化、ビジネスの発展に向けて、新たな取り組みを行いたいと考えます。 
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ICT Business  World 

       スマートフォン/タブレット Special 

ワイヤレスジャパン2012 

スマートフォン/ 
ケータイショップ 

EXPO 

M2Mクラウド 

EXPO 

商用車テレ 
マティクス＆ 
運行管理 
システム 
EXPO 

ワイヤレスインフラフォーラム 

スマートフォン/タブレット・コア 

アジアワイヤレスサミット2012  

NFCビジネスフォーラム 

「ワイヤレスジャパン2012」 の全体構成図 
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「ワイヤレスジャパン2012」企画コンセプト 

日本からアジアへ 

 最新の製品・サービス・ソリューションが一堂に集結！ 

ワイヤレスジャパン2012 
在庫管理 

業務効率化 

ヘルスケア 

課金・決済 

携帯電話/ 

業務用端末 
基地局 

インフラ設備 

測定器 
シミュレータ 

スマートフォン/ 

タブレット端末 

動画・映像配信 

BCP・BCM 

クラウド 

アプリケーション 
データ 
センター 

Android 
セキュリティ 

MDM 

業務 
ソリューション 

スマートシティ M2M 

近距離無線 

スマートフォン/タブレット 
コア 

アジアワイヤレス 
サミット2012 

ワイヤレス/モバイル 
インフラフォーラム 

NFCビジネス 
フォーラム 
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M2Mクラウド EXPO 
企画コンセプト 

「M2M基盤のすべて」が 
ここに集結 

国内唯一最大級のモバイル/ワイヤレス専門展示会で 

出展社と来場者の効果的なマッチングが実現！ 

※過去の来場者実績は13ページ以降をご参照ください。 

■スマートホーム向け  ■ビル管理システム向け 
■工場のエネルギーマネジメント向け   ■産業機械・物流向け 
■防災・災害対策向け ■農業向け   ■医療向け 他 

本EXPOの 
対象産業例 



出展メリット① 

M2M市場の関係者に売り込む絶好の場！ 
2011年は業種別で47300人、部署別で36300人の 
M2M市場の対象者が来場！ 

＜ワイヤレスジャパン2011来場者属性＞ 

※総来場者数：53,576名 
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『M2Mをテーマに３大フォーラム』 
開催決定！ 

M2Mクラウド 
フォーラム 

エネルギー 
ハーベスティング 
フォーラム 

スマートシティ 
フォーラム 

・ワイヤレスセンサー 
・ワイヤレス給電 
・スマートグリッドなど 

出展メリット② 
8 

クラウドの
テーマ 

センサーの
テーマ 

環境発電の
テーマ 

M2M関連の専門セミナーを開催。 
ターゲットとする来場者を確実に集客します！ 
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NTTドコモが『中期ビジョン2015～スマートライフの実現に向けて～』で、 
M2Mのプラットフォームサービス事業強化を発表。 

ワイヤレスジャパンで最大規模の出展を行うNTTドコモが 
M2M事業拡大への取り組みをセミナーやブースで紹介(予定)。 

メリット③-１ 

NTTドコモ、KDDIが出展 

ワイヤレスジャパンでは、NTTドコモ、KDDIがともに大型出展。 
ブースには、最新のサービス、ソリューション、技術が勢揃いしています。 

メリット③-２ 

ワイヤレスジャパンと同時開催による相乗効果 
出展メリット③ 



NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、UQコミュニケーションズ、イーモバイル、 
日本キャリアのトップが、基調講演で今後のビジネス計画を発表。 

全キャリアのトップ全員が集まりのは、ワイヤレスジャパンだけです。 
2011年は1,000席の会場が満員となりました。 
 

メリット③-3 

ワイヤレスジャパンと同時開催による相乗効果 
出展メリット③ 
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出展メリット④ 

TV：放映番組/6局10番組 27分35秒 
161,4443,333円 

効果的なメディア活用でターゲットを集客！ 

Web 掲載数/430記事 234,295,000円 

新聞：掲載紙/51紙 2,561,8cm 30.282,229円 
雑誌：掲載誌/19誌 22,66ページ 14,329,270円 

※金額は広告換算額 



出展メリット⑤（会場全体構成） 

 
ワイヤレスジャパンと 

商用車テレマティックス＆ 
運用管理システムEXPO 

の中間位置に 

「M2MクラウドEXPO」 
のエリア（80小間）を 

開設！ 

 
“販売促進” 

“パートナー開拓” 
の場として 

ご活用ください！ 

M2Mクラウド/センサー/エネルギーハーベストのキーワードで 
エリアへ確実にターゲットを集客 

KDDI 
(予定） 
 
 
 

NTTドコモ 
(予定) 大手メーカーの出展エリア 

Zig 
Bee 
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主な来場者 ※あくまで一例ですので、他にも多くの企業・部署の方にもご来場頂きました。 
                                    ※リストに掲載した企業に関しても、掲載外の他部署の方にもご来場頂いております！ 

●製造＜家電＞ 

株式会社日立製作所                   ネットワーク統括本部  

株式会社日立製作所                   ソリューション本部  

株式会社日立製作所         通信営業本部  

パナソニック株式会社         次世代モバイル開発センター 

パナソニック株式会社        サービス基盤技術グループ  

パナソニック株式会社                    インダストリー営業本部 

株式会社東芝                    技術戦略部 

株式会社東芝                    研究開発センター ワイヤレスシステムラボラ 

株式会社東芝                    伝送ネットワーク営業部 

三菱電機株式会社                    プラント建設統括部計画部 

三菱電機株式会社                    情報システムデザイン部  

シャープ株式会社                    通信技術研究所 

シャープ株式会社                    国内情報通信営業本部 

キャノン株式会社           イメージコミュニケーション事業本部 

キヤノン株式会社                      映像事務機事業本部  

ソニー株式会社              技術開発本部 

ソニー株式会社                    デバイス営業統括部 

ソニー株式会社                    研究開発企画部 

NEC                     システムプラットフォーム研究所 

NEC                    新事業推進本部 

キヤノン株式会社           総合デザインセンター 

キヤノン株式会社                    開発推進 

富士通株式会社           特機プロダクト事業部先進システム部 

富士通株式会社            第一ＰＣ事業部 先行技術開発部 

富士通株式会社           ダイレクトビジネス事業部 

富士フイルム株式会社        デザインセンター 

富士フイルム株式会社        メディカルシステム開発センターＭＳ（ＥＸ） 

富士フイルム株式会社        電子映像商品開発センター 

ヤマハ株式会社              ＡＶ機器事業部  

ヤマハ株式会社                      技術開発部  

船井電機株式会社                    開発技術本部 第1開発部 

ブラザー工業株式会社       N&C事業推進部 

ブラザー工業株式会社       ソフトウェア第1開発部 

ダイキン工業株式会社        テクノロジーイノベーションセンター推進室 

ダイキン工業株式会社        電子システム事業部 

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社      日立事業所 

 

 

日立アプライアンス株式会社       空調営業本部 

株式会社富士通ゼネラル       空調機エレクトロニクス技術部 

コロナ電業株式会社          企画部 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン    購買事業部 グループＢ 

任天堂株式会社      情報開発本部 東京制作部 東京制作グループ 

日本マイクロソフト株式会社         ウィンドウズ開発 

 

＜精密機器＞ 

株式会社ニコン                新事業開発本部 

コダック株式会社             デジタルキャプチャーコマーシャリゼーション本部  

日本サムスン株式会社           先行開発購買Ｔｅａｍ 

日本サムスン株式会社           デザインチーム 

株式会社リコー                            新規事業開発センター 

株式会社リコー                           MFP事業本部 PM室 

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部INC 

LG Electronics Japan株式会社 モバイルコミュニケーション  

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社    新事業開発センター企画部 

オリンパス株式会社                              オプト・ビジネス推進部 

オリンパス株式会社                              マイクロシステム開発部 

カシオ計算機株式会社 研究開発センター 

カシオ計算機株式会社 開発センター事業開発 

セイコーインスツル株式会社 ESLビジネス部 

セイコーエプソン株式会社 BS企画設計部 

日本ビクター株式会社 イメージング事業部商品企画部 

パイオニア株式会社                              研究開発部 

パイオニア株式会社  カー事業戦略部 

株式会社タニタ                              経営室 

日本ビクター株式会社 イメージング事業部商品企画部 

富士フイルム株式会社 CSR推進部環境・品質マネジメント部 

富士通株式会社                              パーソナルビジネス本部  

富士通株式会社                              社会基盤営業本部  

HOYA株式会社               PENTAX イメージングシステム事業部 

株式会社安川電機    技術開発本部 開発研究所 つくば研究所 

ファナック株式会社     CLB62 

川崎重工業株式会社  技術開発本部 システム技術開発センター  

株式会社日立製作所  横浜研究所 
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●製造＜自動車＞ 

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      組立生技部 

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      航空宇宙カンパニー 企画管理部 

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      ボデーシステム開発部 

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 

株式会社デンソー                    技術企画部  

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 

 

＜機械＞ 

三菱重工業株式会社      新事業プロジェクト室 

三菱重工業株式会社      原動機事業本部 

株式会社IHI  新事業推進部  

株式会社IHI                    制御技術開発部 

株式会社IHI                    セキュリティープロジェクト部 

川崎重工業株式会社      技術開発本部 システム技術開発センター  

住友重機械工業株式会社                技術研究所 

日揮株式会社           制御設計部 

日揮株式会社           ENテクノロジーセンター 

東洋エンジニアリング株式会社      国内事業統括本部企画管理部新規事業室 

ブラザー工業株式会社      N&C事業推進部 

コマツ                開発本部 

コマツ                    研究本部 建機第二イノベーションセンタ 

株式会社クボタ                    計測制御技術センター 

株式会社クボタ           生産技術課 技術開発グループ 

ヤンマー株式会社                           エレクトロニクス開発センター  

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 

株式会社タダノ                    技術研究所 技術企画ユニット 

株式会社アイチコーポレーション      経営企画部 

日立建機株式会社                    日本事業部サービス部 調達グループ 

オークマ株式会社                    FAシステム本部 ソフト製品部  

ヤマザキマザック株式会社      制御設計 

株式会社アマダ                    次世代ベンダー開発部 要素開発グループ 

三菱電機株式会社          プラント建設統括部 

富士電機株式会社        技術開発本部 製品技術研究所  

富士電機株式会社        電子デバイス事業本部 パワー半導体事業部  

株式会社クボタ           生産技術課 技術開発グループ 

パナソニック株式会社                    インダストリー営業本部 

株式会社明電舎          コンポーネント事業部  

東芝エレベータ株式会社       リニューアル事業本部 

株式会社サンデン        営業部 

グローリー株式会社                    国内事業本部 商品企画部 商品企画３Ｇ 

グローリー株式会社                    開発本部 システム開発統括部 設計二部 

オリンパス株式会社                                         研究開発センター 研究開発統括室  

オリンパス株式会社                                        マイクロシステム開発部 

ＧＥヘルスケアジャパン株式会社      ヘルスケアＩＴ本部 

日本光電工業株式会社      品質管理統括部 

株式会社ベネッセスタイルケア      介護・看護研修部 

株式会社カネカ          医療器 
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●新エネルギー 

シャープ株式会社               研究開発本部エコハウス事業化推進センターシステム企画室 

シャープ株式会社            市場開発室 

京セラ株式会社             新事業研究開発部 

京セラ株式会社                      ソーラーエネルギー事業本部  

京セラ株式会社                       ソーラーエネルギー研究開発部システム研究部 

三洋電機株式会社                  エナジーデバイスカンパニー 

三洋電機株式会社                     マーケティング本部 

パナソニック株式会社               システム設備事業推進本部開発推進グループ 

パナソニック株式会社               サービス基盤技術グループ  

パナソニック株式会社               くらし環境開発センター 

株式会社カネカ             新規事業開発部 

三菱重工業株式会社           原動機事業本部 

三菱重工業株式会社              新事業プロジェクト室 

三菱電機株式会社                  プラント建設統括部計画部建設技術開発課 

三菱電機株式会社               情報技術総合研究所 

三菱電機株式会社                住環境研究開発センター 家電二G 

東京エレクトロン株式会社         マーケティング本部 新事業企画室 

富士電機株式会社                  営業統括本部 社会・産業プラント本部  

富士電機株式会社                パワエレ機器本部 

株式会社明電舎                  水・環境事業部 営業技術部  

株式会社明電舎                 Ｏ＆Ｍ・ＰＦＩ推進部 

株式会社日立製作所              日立研究所 

株式会社日立製作所              トータルソリューション事業部 

株式会社ジェイテクト             産業機器技術部 

株式会社ジェイテクト             制御技術部 

株式会社ジェイテクト             製造技術 

日東電工株式会社               事業開発部 

日東電工株式会社               ＩＣＴ事業部 企画統括部  

東レ株式会社                  電子情報材料事業本部  

東レ株式会社              営業部 

東洋紡エンジニアリング株式会社     情報システム事業部 

旭化成株式会社                   情報技術研究所 

旭化成株式会社               ＬＩＣプロジェクト 

株式会社日立プラントテクノロジー       研究開発本部 松戸研究所 電力システム部 

株式会社荏原製作所             社会システム事業統括部 技術計画室  

株式会社荏原製作所         風水力機械カンパニー民需営業統括部 

 

●電気/ガス/水道/その他 

東京電力株式会社                                 グループ事業推進部 

東京電力株式会社                   情報通信事業部 

関西電力株式会社                                    情報通信グループ 

中部電力株式会社                                    営業部 

中部電力株式会社                  電力技術研究所 

中国電力株式会社                                   情報通信部 

九州電力株式会社                                   情報通信事業部 

北陸電力株式会社                   情報通信部  

四国電力株式会社                                     事業企画部 

株式会社関電工                   営業統轄本部  

株式会社関電工                   情報通信システム本部  

一般財団法人関東電気保安協会     神奈川事業本部 

東京ガス株式会社                                  産業エネルギー事業部 

東京ガス株式会社                   商品開発部 

大阪ガス株式会社                   エネルギー事業部 

日本電気株式会社                  メディア・エネルギー営業本部  

川崎市                  上下水道局水道部 設計課設計第３係 

愛知県経済農業協同組合連合会      米殻部 食品販売課 

株式会社北海道二十一世紀総合研究所     調査部 

ＪＦＥミネラル株式会社     鉱産品事業部 資源技術部 

富士通株式会社        関西農林水産営業部 

日本歯科大学附属病院     矯正歯科 

東京大学             医学部附属病院 心療内科 

株式会社ベネッセスタイルケア     介護・看護研修部 

三菱化学メディエンス株式会社     診断検査事業本部 事業企画部  

株式会社ルネサスデザイン     基盤技術本部   

日本電波工業株式会社     第六営業部   

株式会社光合金製作所     商品開発室   

財団法人ベターリビング     システム審査登録センター 

財団法人東京都予防医学協会     健康教育事業本部 情報管理部 

株式会社アルティス                   リサイクル本部 営業部  

株式会社クリニカルサポート     経営企画部 システム担当 

菅原精米工業株式会社     東京支店 営業課 

新コスモス電機株式会社     東京第一営業部 東京ＬＰガスグループ 

日本航空電子工業株式会社     プロダクトマーケティング本部 

中央電子株式会社                   制御システム事業部 

 

 

主な来場者 ※あくまで一例ですので、他にも多くの企業・部署の方にもご来場頂きました。 

                                    ※リストに掲載した企業に関しても、掲載外の他部署の方にもご来場頂いております！ 

15 



●運輸/流通 

日本航空株式会社                    Ｗｅｂ販売部 

日本航空株式会社                                      経営企画本部 

日本郵政株式会社                    事業開発部 

株式会社商船三井                    海上安全部 

ヤマト運輸株式会社                    業務改革部 

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  

株式会社日立物流                    クロスマーケットシステム部 

株式会社日立製作所      交通システム事業部 輸送システム本部 

東海旅客鉄道株式会社      技術開発部 

東海旅客鉄道株式会社      総合技術本部 技術開発部 

東日本旅客鉄道株式会社      運輸車両部 

東日本旅客鉄道株式会社      ＩＴＳｕｉｃａ事業本部 

東日本旅客鉄道株式会社      事業創造本部 大規模開発部門 

西日本旅客鉄道株式会社      鉄道本部 

西日本旅客鉄道株式会社      技術部 

東京急行電鉄株式会社      グループ営業推進部 

東京地下鉄株式会社      事業開発部 

東武鉄道株式会社          鉄道部 

東京地下鉄株式会社      事業開発部 

京浜急行電鉄株式会社      地域開発本部 

近畿日本鉄道株式会社      ターミナル開発事業本部 技術部 

京急電機株式会社                     鉄道エンジニアリング本部  

神奈川旅客自動車協同組合      ラジオタクシー事業部 

成田国際空港株式会社      経営企画部門 関連事業部  

日本工営株式会社                    社会システム事業部  

郵便局株式会社         渉外 

日本通運株式会社 東京航空支店      グローバル品質管理センター 品質管理課 

株式会社ジャパンロジスティックス      東京営業所 

朝日航洋株式会社        情報システム部 

静岡県貨物運送協同組合      営業部 

名古屋鉄道株式会社      金山幹事駅 

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 

三井倉庫株式会社        LIT推進部 

日本郵政株式会社        事業開発部 

鴻池運輸株式会社        鴻池技術研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学校/教育機関 

東京大学                           大学院情報理工学系研究科 

東京大学               工学部電子情報工学科 

東京理科大学            理工学部電気電子情報工学科 

東京電機大学                        情報通信サービス研究室 

東京電機大学                                       東京電機大学 ワイヤレス研究室 

東京農業大学                        「食と農」の博物館 

大阪大学                                               産学連携本部 

慶應義塾大学                        政策・メディア研究科 

慶應義塾大学                        理工学部 

慶應義塾大学                                 電子工学科 

早稲田大学                               産学官研究推進センター 

早稲田大学                                 ＧＩＴＳ 

上智大学                             理工学部 

法政大学                                              総合情報センター事務部  

岡山大学                                      大学院教育学研究科 

大阪電気通信大学                                総合情報学部 

国士舘大学                                     理工学部電子情報学系 

帝京大学                                      ラーニングテクノロジー開発室 

電気通信大学                             情報理工学研究科 

琉球大学                             工学部 

芝浦工業大学                     工学部電子工学科 

神奈川工科大学                 ロボット・メカトロニクスシステム専攻 

成城大学                メディアネットワークセンター 

静岡大学                    情報学区部 

仙台高等専門学校          情報ネットワーク工学科 

千葉大学               融合科学研究科 

筑波技術大学             障害者高等教育研究支援センター 

筑波技術大学            情報システム学科 

九州工業大学             工学研究院機械知能工学研究系 

日本工学院専門学校       ＩＴカレッジ 

日本電子専門学校          産学連携教育企画 

国立大学法人電気通信大学       情報理工学研究科 

国立大学法人電気通信大学       電気通信学研究科 來住研究室 

財団法人東京都環境整備公社       東京都環境科学研究所 

株式会社ＩＥインスティテュート       事業開発室 

株式会社日立インフォメーションアカデミー       研修本部 プラットフォーム研修部 

主な来場者 ※あくまで一例ですので、他にも多くの企業・部署の方にもご来場頂きました。 
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●官公庁/自治体/協会/団体 

経済産業省                                            商務情報政策局 

経済産業省                                       情報通信機器課 

総務省                                       情報流通行政局地方情報化推進室 

総務省                                       関東総合通信局無線通信部 

総務省                                       大臣官房企画課情報システム室 

内閣官房                        IＴ担当室 

特許庁                           特許審査第４部 

特許庁                                       審査業務部 

警察庁                            情報通信局通信施設課 

東京消防庁                            総務部 情報通信課 

海上保安庁                         交通部 整備課 安全システム開発室 

米国防省                          防衛科学技術センター 

防衛省                          技術研究本部  

防衛省                          情報本部 

一般財団法人 日本品質保証機構             事業推進課 

一般財団法人 日本気象協会                   事業本部 営業部 

一般財団法人 日本気象協会           営業部 

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会        総務 

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会         広報部 

一般社団法人 電波産業会            研究開発本部  

一般社団法人 電波産業会            ＩＣＴ国際協力部 

一般社団法人 日本電機工業会             企画部 

茨城県工業技術センター             技術基盤部門 

関東総合通信局                          情報通信部 

関東総合通信局                                       無線通信部 

警察大学校                                       警察情報通信研究センター 

財団法人日本データ通信協会             電気通信国家試験センター 

財団法人日本産業デザイン振興会                     事業部 

財団法人日本自動車研究所             ITS研究部 

財団法人流通システム開発センター             流通標準本部  

千葉県                                                 政策企画課 

白井市役所                         商工振興課 

広島県                         地域政策局地域政策課 

千葉県                                       総務部情報システム課 

岩手県                                       環境生活部 資源循環推進課 

宮崎県東京事務所                                       企業誘致担当 

 

 
熊本県                                 情報企画 
佐賀県首都圏営業本部                             企業誘致東京本部 
秋田県庁                                   企業立地事務所 
浜松市                                   商工部 産業政策課 
府中市                     税務管財部 情報システム課 
津市                                      政策財務部東京事務所 
藤沢市役所                                      市長室秘書課 
天草市役所                   企画部情報政策課 
 
●金融/証券/保険 
三菱東京UFJ銀行                    IT事業部 
三菱東京ＵＦＪ銀行                     コンシューマーファイナンス営業部 
みずほ銀行                                        イノベーションビジネス部 
みずほ銀行                           渉外１課 
三井住友銀行                                    営業第二部 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社      証券代行営業第３部  
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社      営業第１部 
三菱ＵＦＪニコス株式会社      営業本部 アクワイアリング開発部 
みずほ証券株式会社                   投資銀行業務管理部 
みずほ証券株式会社                   業務管理部 
野村證券株式会社                    ビジュアル・コンテンツ業務部 
野村證券株式会社                   グローバル・インフォーメーションテクノロジー部  
メリルリンチ日本証券株式会社      投資銀行部 
オリックス株式会社                                    情報通信部 
オリックス・クレジット株式会社      ローン営業部 
SBIインベストメント株式会社      インキュベーション部戦略企画室 
カブドットコム証券株式会社      システム部 
東芝ファイナンス株式会社      ネットビジネス営業部  
株式会社ジェーシービー      加盟店事業統括部 
明治安田生命保険                    契約サービス部 
三井生命保険株式会社      東京ライフコーディネート部 
ａｕ損害保険株式会社      事務システム部 
ａｕ損害保険株式会社      損害サービス部  
NTTファイナンス株式会社      先端技術投資部 
三菱商事・ユービーエス・リアルティ 株式会社    総務室 
東京センチュリーリース株式会社      営業第五部 
東京センチュリーリース株式会社      国際業務部 
株式会社JCB            加盟店事業統括部 
イオンクレジットサービス株式会社      市場開発本部 
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社      経営企画部  
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社      横浜LC支社 
トヨタファイナンス株式会社      カード本部 加盟店部 加盟店推進グループ 
ソニー生命保険株式会社      東京中央ライフプランナーセンター第４支社 
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●建設/土木/不動産 

鹿島建設株式会社                       ITソリューション部 

鹿島建設株式会社                      機械部  

清水建設株式会社                                     情報システム部 

清水建設株式会社                      技術戦略室 

株式会社大林組                      エンジニアリング本部情報エンジニアリング 

株式会社大林組                       設備技術部 

株式会社大林組                          技術研究所 

大成建設株式会社                       建築本部 

大成建設株式会社                      技術センター 土木技術研究所  

株式会社竹中工務店                     技術研究所 先端技術研究部 

株式会社竹中工務店         エンジニアリング本部  

株式会社ＮＩＰＰＯ                      建築事業本部 建築事業部 

株式会社ＮＩＰＰＯ                      開発事業本部開発事業部技術管理グループ 

前田建設工業株式会社                    建築事業本部建築技術部技術開発グループ 

前田建設工業株式会社                                建築事業本部 建築設計第２部設備設計 

日本道路株式会社                      生産技術本部 技術部 技術グループ 

三菱地所株式会社                        ビル管理企画部 

森ビル株式会社                       オフィス営業部 

森ビル株式会社                          アカデミーヒルズ事業部 

森ビル株式会社                                     建物環境開発事業部  

NECネッツエスアイ株式会社         営業統括本部 

NECネッツエスアイ株式会社         生産革新推進本部 

株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービス  アクセスエンジニアリング本部 

株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービス  事業企画部 

株式会社ＮＨＫアイテック         営業本部 

株式会社きんでん                                    技術企画室 

株式会社きんでん                                    情報通信本部情報通信統轄部 

株式会社関電工                       技術・事業開発本部  

株式会社関電工                                    情報通信システム本部 

株式会社関電工                                    技術研究所 

株式会社中電工                      技術センター 

積水ハウス株式会社            設計部     

大東建託株式会社                        情報システム部 

日本コムシス株式会社         ドコモ事業本部  

日本コムシス株式会社         ITビジネス事業本部 

日本電設工業株式会社         情報通信本部 

 

 

日本電設工業株式会社      事業開発本部企画部 

安藤建設株式会社                     首都圏事業本部  

株式会社竹中工務店           技術企画本部 

三菱化学エンジニアリング      制御情報システム 

沖ウィンテック株式会社      情報通信営業本部  

株式会社トーエネック       情報通信本部 

三井住友建設株式会社      建築管理本部  

住友電設株式会社                    情報通信本部  

住友電設株式会社                    通信システム事業部  

大東建託株式会社                    情報システム部  

株式会社サンケイビルテクノ      イベント事業本部 

積水ハウス株式会社       生産情報部 

積水ハウス株式会社        設計部 設計システム室 

  

●研究所/研究機関※順不同 

株式会社NTTドコモ        先進技術研究所  

株式会社ＫＤＤＩ研究所 開発センター      セキュリティ開発グループ 

セコム株式会社               IS研究所 

トヨタIT開発センタ            開発部 

株式会社国際電気通信基礎技術研究所      適応コミュニケーション研究所 

株式会社日立製作所      中央研究所 

株式会社三井物産戦略研究所      知財戦略室 

株式会社三菱総合研究所      社会システム研究本部 

株式会社富士通研究所      ＨＣＣ研究所 

株式会社富士通研究所      ネットワークシステム研究所  

株式会社富士通研究所      電子ペーパープロジェクト部 

京セラ株式会社               新事業研究開発部特機研究部 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構      宇宙科学研究所宇宙情報エネルギー工学研究 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構      産業連携センター 

独立行政法人情報通信研究機構      産学連携部門 委託研究推進室 

独立行政法人情報通信研究機構      連携研究部門委託研究グループ 

日本電気株式会社          サービスプラットフォーム研究所 

米国国防総省在日特別代表部      DSRJ 

米陸軍                                                      国際技術センター 

日産自動車株式会社      総合研究所 

産業技術総合研究所      電磁界標準研究室 

 

主な来場者 ※あくまで一例ですので、他にも多くの企業・部署の方にもご来場頂きました。 
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●小売/卸/商社 

三菱商事株式会社                      情報産業本部 インターネット事業部 

三井物産株式会社                      情報産業本部  

伊藤忠商事株式会社                                    情報通信部門 通信・モバイルビジネス部  

住友商事株式会社                      モバイル＆インターネット事業部  

豊田通商株式会社                                   自動車用品・資材部  

双日株式会社                      産業情報本部 産業情報部  

兼松株式会社                      ＩＴ統括室 

株式会社日立ハイテクノロジーズ                    電子機材部 

ユアサ商事株式会社                       総合企画部 

加賀電子株式会社                     電子事業本部  

佐鳥電機株式会社                                  営業技術部 

ＮＥＣモバイリング株式会社       経営企画部 

ＮＥＣモバイリング株式会社       モバイルセールス事業本部 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社        通信インフラ販売推進1課 

ソフトバンクＢＢ株式会社       ＭＤ第３統括部 

パナソニックテレコム株式会社       ソリューション統括部 

ミカサ商事株式会社                     海外販売部 

リコージャパン株式会社       経営管理本部 

リコージャパン株式会社       ＭＤＳ事業センターＤＳ推進室 

株式会社エクセル                                   販売推進部 

株式会社エディオンコミュニケーションズ       商品部 

株式会社マクセル商事          新事業推進PJ 

株式会社マクニカ                      情報企画部 

株式会社第一興商                       制作部 

株式会社東陽テクニカ      情報通信システム営業部 

丸文株式会社                                  DV事業部 マーケティング 

三井物産エレクトロニクス株式会社      デバイス事業本部 

三信電気株式会社                                   アナログ＆パワー技術部 

住商情報システム株式会社       IPネットワーク部 

日商エレクトロニクス株式会社      サービスプロバイダ事業本部  

株式会社ヤマダ電機                                  WiMAX推進部 

株式会社ヤマダ電機       デジタルカメラ 

株式会社ヨドバシカメラ      ポータブル商品・携帯電話チーム 

株式会社ビックカメラ       商品本部 第一商品部 

株式会社エディオン                                  デジタル・コミュニケーション商品部  

株式会社ノジマ               店舗運営管理部 

 

 

 

 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社      商品エンタテインメント事業本部 

株式会社ティーガイア      ソリューション事業本部 

ＩＴＸ株式会社                   テレコム事業本部 量販営業部 

ＩＴＣネットワーク株式会社      企画推進部 

兼松コミュニケーションズ株式会社             移動体本部 

株式会社ダイヤモンドテレコム      経営企画部 

丸紅テレコム株式会社      モバイル事業本部  

株式会社ＴＤモバイル      営業本部  

パナソニックテレコム株式会社      経営企画室 

NECモバイリング株式会社      モバイルセールス事業本部 

株式会社富士通パーソナルズ      モバイルフォン営業本部 営業企画統括部 

株式会社光通信              情報通信事業本部 商品企画事業部 

株式会社高島屋           本社ＩＴ推進室 

株式会社大丸松坂屋百貨店      営業本部 ＭＤ戦略推進室 ＭＤ開発室 

イオン株式会社            コーポレートマーケティング部 

株式会社イトーヨーカ堂      住居新開発プロジェクト 

株式会社セブン・イレブン・ジャパン        建築設備本部 設備開発部 

株式会社ローソン         海外事業部 

株式会社サークルＫサンクス      システムサービス本部 コンテンツサービス部 

楽天株式会社             開発部  

ヤフー株式会社                                   コンシューマ事業統括本部 

株式会社ライブドア          情報環境技術研究室 

ジュピターショップチャンネル株式会社      経営企画部 

株式会社プライム            プレゼンテーションプランニングオフィス 

アスクル株式会社            プロキュアメント・ソリューション部 

株式会社大塚商会           マーケティング本部販売企画部イベント企画課 

株式会社三陽商会          生産戦略事業部 

株式会社大塚家具                    営業部 

株式会社ナイキ                ＯＤＬ 

日本トイザラス株式会社      ＯＰＳ ＬＰ 

日本マクドナルド株式会社      マーケティング展開2部 

株式会社セガ                                   モバイルニューメディア事業部 

株式会社ＳＡＮＫＹＯ        知的財産本部  

株式会社JTB法人東京      事業部 

株式会社オリエンタルランド      営業四部営業一グループ 

株式会社赤ちゃん本舗      高崎店 
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●製造＜IT/通信機器など＞ 

株式会社日立製作所              情報・通信システム社 環境推進本部 

株式会社日立製作所              エネルギーソリューション部 

株式会社日立製作所             ネットワークソリューション事業部 

富士通株式会社                           モバイルフォン統括営業部 

富士通株式会社                           ソリューション開発統括部 

富士通株式会社                           フィールド・イノベーション本部 

NEC                                     クラウドデバイス事業部 

NEC                                   モバイルＲＡＮ事業部 

NEC                                         ソリューション資材部   

NEC                                   通信インフラ事業部  

日本IBM株式会社                        GTS・ITソリューション 

日本IBM株式会社                      ITS事業部 

日本IBM株式会社                       東京基礎研究所 

日本ヒューレット・パッカード株式会社      技術法規 

日本ヒューレット・パッカード株式会社           通信・メディアソリューションズ統括本部 

アップルジャパン株式会社           営業部 

アップルジャパン株式会社           エデュケーション本部 

アップルジャパン株式会社            iPhone Sales 

リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社     技術部 

リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社    プロダクト・マネジメント部 

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社     システムエンジニアリング 

レノボ・ジャパン株式会社                R&T 

レノボ・ジャパン株式会社          無線通信技術 

株式会社東芝                        電波システム技術部 

株式会社東芝                                       研究開発センター 

ソニー株式会社                                        技術開発本部  

ソニー株式会社                                    ＴＪ推進室 

日本サムスン株式会社                  先行開発購買Ｔｅａｍ 

日本サムスン株式会社                                     デザインチーム 

株式会社ＮＴＴデータ                                  ビジネスソリューション事業本部  

株式会社ＮＴＴデータ                                 技術開発本部  

NECネッツエスアイ株式会社                       サービスプラットフォーム事業部            

NECネッツエスアイ株式会社               モバイルサービス開発部 

NECフィールディング株式会社                     カスタマサポート本部  

キヤノン株式会社                      インクジェットマーケティングセンター 
キヤノン株式会社                      映像事務機UB開発センター 

 

 

シスコシステムズ合同会社                                 サービスプロバイダーシステム 

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社  ＵＸクリエイティブデザインセンター 

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社  Technology部門             

株式会社リコー                           BDC クラウド開発室 

株式会社リコー                           グループ技術開発本部  

富士ゼロックス株式会社                       研究技術開発本部 

富士ゼロックス株式会社                                    テレコミュニケーション営業部 

ノキア・ジャパン株式会社                        Vertu R&D 

ノキア・ジャパン株式会社                      ソーシング 

シャープ株式会社                          通信システム事業本部 

シャープ株式会社                 国内情報通信営業本部 

シャープ株式会社                 研究開発本部 

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社      ネットワークス事業部  

京セラ株式会社                                通信機器研究開発統括部 

京セラ株式会社                         移動体営業部  

日本エリクソン株式会社                                 技術本部 

日本エリクソン株式会社                       新規事業本部 

日本アルカテル・ルーセント株式会社                 ワイヤレス事業部 

ノキアシーメンスネットワークス株式会社            Converged Core 

ノキアシーメンスネットワークス株式会社            Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓエンジニア 

モトローラ株式会社                                        ネットワークス・ビジネス本部 

モトローラ株式会社                            セルラー技術本部 

インテル株式会社                                      第一営業本部 

カシオ計算機株式会社                       営業部   

サン電子株式会社                                      ＩＣＴ事業部 

セイコーインスツル株式会社                              移動通信システム事業部  

ヤフー株式会社                                         Ｒ＆Ｄ統括本部  

沖電気工業株式会社                                      通信システム事業本部     

株式会社日立国際電気             通信事業部  

古河電気工業株式会社             通信営業部 

古河電気工業株式会社             情報通信カンパニー社会システム営業部  

三菱電機株式会社                                         ＩＴ宇宙ソリューション事業部  

三菱電機株式会社                                        通信システム事業本部  

日本アンテナ株式会社               情報通信システム部  

東日本旅客鉄道株式会社            IT・Suica事業本部 

西日本旅客鉄道株式会社             鉄道本部 技術部 
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●製造＜電子部品＞ 

京セラ株式会社                     半導体部品事業本部  

京セラ株式会社                                       研究開発本部 

京セラ株式会社          新事業研究開発部 

ＴＤＫ株式会社                    テクニカルセンター 評価・解析センター 

ＴＤＫ株式会社                    生産技術センター 技術企画部 

株式会社村田製作所      技術・事業開発本部  

株式会社村田製作所      エレクトロメカニカル商品事業部 

オムロン株式会社                    マイクロデバイス事業部 

オムロン株式会社                      ＡＳＣ推進事業部 開発部 第１開発課 

アルプス電気株式会社      技術企画室 

アルプス電気株式会社      新市場開拓部  

アルプス電気株式会社      ＨＭ＆Ｉ事業本部  

ローム株式会社                    東京ＢＣ欧米営業部  

ローム株式会社            ＬＳＩ開発本部  

太陽誘電株式会社        商品・販売企画統括部 

太陽誘電株式会社        無線グループ 

太陽誘電株式会社        開発研究所 技術企画部 

エプソントヨコム株式会社      グローバル営業部  

エプソントヨコム株式会社      国内営業部 

日本電波工業株式会社      技術管理部技術管理課 

日本電波工業株式会社      技術部 

日本電波工業株式会社      営業企画室 

ヒロセ電機株式会社       営業本部 国内第一営業部  

ヒロセ電機株式会社       技術本部 ＩＦ技術部  

ホシデン株式会社                    東京第一営業部  

イビデン株式会社                    技術開発 

日本ケミコン株式会社      開発営業部 

SMK株式会社           IT市場部 

パナソニック株式会社      市場開発営業グループ 

パナソニック株式会社      インダストリー営業本部 

株式会社エクセル電子      東京営業所 

株式会社ナカヨ通信機      開発推進本部 ソフトウエア部 

株式会社ナナオ                    営業１部 

株式会社内藤電誠町田製作所      システム機器事業部 第一技術部 

株式会社日放電子                    営業本部 第三営業部 

株式会社岡村製作所      商環境事業本部  

＜半導体＞ 
インテル株式会社                     インテルモバイルコミュニケーションズ事業本部 
インテル株式会社          インテル技術本部 応用技術統括部  
インテル株式会社         営業本部  
日本サムスン株式会社      技術品質チーム 
日本サムスン株式会社      DS事業部 
株式会社東芝                    半導体技術企画部 
株式会社東芝           半導体研究開発センター 
株式会社東芝           電波システム営業部 
ルネサスエレクトロニクス株式会社      マイクロ波デバイス開発部 
ルネサスエレクトロニクス株式会社           技術開発本部  
ルネサスエレクトロニクス株式会社      アナログ＆パワー事業本部  
ソニー株式会社                    半導体事業本部 イメージセンサ事業部    
ソニー株式会社                     コンスーマープロダクツ＆デバイスグループ 
ＮＴＴエレクトロニクス株式会社      営業本部 映像デバイス営業部 
ＮＴＴエレクトロニクス株式会社      デジタル映像事業本部 マルチメディア事業部 
ＮＴＴエレクトロニクス株式会社      セイフティ・ネットワーク事業部 開発部 
キヤノン電子株式会社             総合企画部 企画室 
シャープ株式会社                    電子デバイス営業本部   
シャープ株式会社                                    通信システム事業本部  
ローム株式会社             東京ＢＣ欧米営業部  
ローム株式会社                       ＬＳＩ開発本部  
ローム株式会社                       市場調査チーム  
エルピーダメモリ株式会社      法務グループ 
エルピーダメモリ株式会社      テクニカルマーケティング 
富士通マイクロエレクトロニクス      物流部 
シノン電気産業株式会社      経営 
スタンレー電気株式会社      マーケティング部 
パナソニック                    セミコン社営業本部SE 
パナソニック                市場開発営業グループ 
株式会社リコー                       電子デバイスカンパニー  
日立電線株式会社                    半導体営業部 
富士通セミコンダクター株式会社      経営推進本部 渉外部 
富士通セミコンダクター株式会社      新規ビジネス開拓部 
セイコーインスツル株式会社      半導体販売ドライブ 
セイコーエプソン株式会社      センシングシステムBU 
セイコーエプソン株式会社      デバイス営業部 
オムロン株式会社                    マーケティングセンタ 
株式会社村田製作所      技術・事業開発本部 事業企画部 事業開拓課 
京セラ株式会社                    ファインセラミック事業本部 開発営業部  
京セラ株式会社                    半導体部品事業本部  
信越ポリマー株式会社      電子デバイス事業本部  
新光電気工業株式会社      開発統括部 商品企画部 
新日本無線株式會社      半導体販売事業部 第三営業部 第二営業課 
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●通信事業者＜移動体通信/ブロードバンド＞ 

株式会社NTTドコモ                     移動機開発部 

株式会社NTTドコモ                                       ソリューションビジネス部 

株式会社NTTドコモ                    ユビキタスサービス部 

株式会社NTTドコモ                     先進技術研究所 

KDDI株式会社                     モバイル技術企画部  

KDDI株式会社                     ソリューション企画部 

KDDI株式会社                     クラウドサービス企画開発部 

KDDI株式会社                     プロダクト開発部 

ソフトバンクモバイル株式会社       事業開発部 

ソフトバンクモバイル株式会社       商品企画統括部  

ソフトバンクモバイル株式会社       移動機技術部 

ソフトバンクモバイル株式会社       営業戦略統括部 

株式会社ウィルコム                          技術企画部 

株式会社ウィルコム                     M２M事業推進部 

イー・モバイル株式会社       技術本部 ネットワーク技術部   

イー・モバイル株式会社       経営戦略本部 サービス企画部  

ＵＱコミュニケーションズ株式会社       技術部門 技術企画部  

ＵＱコミュニケーションズ株式会社            建設部門 設備計画部  

AT&Tジャパン株式会社                  テクニカルセールスサポート 

AT&Tジャパン株式会社       グローバルクライアントグループ 

東日本電信電話株式会社       NW事業推進本部 設備部 設備計画部門 

東日本電信電話株式会社       研究開発センタ 

東日本電信電話株式会社       広域ネットワークセンタ 

西日本電信電話株式会社       サービスクリエーション部 

西日本電信電話株式会社       ネットワーク部 

西日本電信電話株式会社       技術革新部 

イー・アクセス株式会社       技術本部コアネットワーク技術部 

イー・アクセス株式会社       アクセスネットワーク技術部 

ソフトバンクBB株式会社       情報システム本部 固定事業システム統括部 

株式会社ケイ・オプティコム       光ファイバ設備建設グループ 置局チーム 

株式会社UCOM           ネットワーク計画部 

株式会社ジュピターテレコム       技術戦略部 

日本電信電話株式会社       研究企画部門 

沖電気工業株式会社       無線技術研究開発部 

株式会社VSN            情報通信事業部ソリューションサービス部 

株式会社ベルパーク          Apple事業部 

 

 

 

●報道関係者/放送事業者 

NHK                 編成局 デジタルサービス部 

株式会社ＴＢＳテレビ                    メディアビジネス推進部 

株式会社フジテレビジョン           技術開発局デジタル技術推進部 

株式会社テレビ朝日       経営戦略局 経営戦略部 

株式会社テレビ朝日                    技術局放送技術センター 

日本テレビ放送網株式会社      コンテンツ事業局ライツ事業部 

株式会社テレビ東京                    技術局 制作技術部 

株式会社福島中央テレビ      技術局放送部 

石川テレビ放送株式会社      放送技術局 

千葉テレビ放送株式会社      技術部 

福井テレビジョン放送株式会社      技術局 

株式会社信越放送              東京支社テレビ部 

株式会社仙台放送              制作部 

株式会社毎日放送                    制作技術局 制作技術センター 

株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ      技術推進室 

株式会社ニッポン放送      デジタル技術推進室 

文化放送                    デジタル事業局 

株式会社J-WAVE         メディア開発局 

株式会社ＵＳＥＮ         営業本部 企業法人事業部 営業企画部 

スカパーJSAT株式会社      経営企画部 

株式会社WOWOW                     技術局 

ヤフー株式会社          営業推進１部メディアプロデュースチーム 

NTTレゾナント株式会社      メディア事業部 広告営業部門 

NTTコミュニケーションズ株式会社      ネットビジネス事業本部 

グーグル株式会社        モバイルセールス 

株式会社ジュピターテレコム      メディア事業部門 

ＫＤＤＩ株式会社          メディア・ＣＡＴＶ推進本部  

株式会社ＮＴＴドコモ        スマートコミュニケーションサービス部 

エイベックス・マネジメント株式会社      クリエイティヴ本部 

株式会社ユニバーサルエンターテイメント      システムソリューション部 映像ソフト３課 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメン     ライブエンタテインメント事業部 

松竹株式会社           新橋演舞場照明 

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社      インタラクティブ・メディア・グループ 

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント  放送業務 

株式会社ケーブルネット鈴鹿      ＣＳ推進本部 

ジャパンケーブルネット株式会社      営業推進本部 ソリューション営業部 

 

主な来場者 ※あくまで一例ですので、他にも多くの企業・部署の方にもご来場頂きました。 

                                    ※リストに掲載した企業に関しても、掲載外の他部署の方にもご来場頂いております！ 
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集客プロモーション及びスケジュール 

11月下旪 早期特別割引締切り  

2月28日  出展申込み締切り 

3月第1週 第1弾プレスリリース配信 

3月第2週 出展社説明会 

4月第1週 公式Webサイト公開、事前登録受付開始 

        来場者誘致メール配信開始（過去来場者等約10万件） 

4月第2週 出展社へDM発送・納品（約15万部流通） 

4月第3週 第2弾プレスリリース配信 

4月第4週 リックテレコムWebサイト「Business network.jp」 

       （http://businessnetwork.jp/）にて特集サイト公開 

5月第2週 メディア誘致活動の追いこみ 

               メディアパートナーワイヤレスジャパン2012特設サイト開設 

       （事前・開催期間中含め各社数十の記事掲載） 

5月25日 リックテレコム発行：月刊テレコミュニケーション6月号にて事前特集掲載 

 

5月30日～6月1日 開催本番 
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出展料金 

装飾込みのセミデザインドブースもご提供しています 

基本パッケージに含まれるもの 

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／会期中の小間内清掃  
※会期中の電気使用量は含まれていません。ご注意ください。 

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 ￥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。 

出展料金 

2小間モデル(例) 4小間モデル(例) 

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。 

24 



申込み・お問合せ先 

「ワイヤレスジャパン2012」主催事務局 
日本イージェイケイ株式会社  
担当：菅野、元田、鷹取 
TEL:03-3834-8134  FAX:03-3834-8009 
e-mail：wj-info@ejkjapan.co.jp 
 
※最新の小間図面をご希望の方は上記にお問合せください。 

以上のようにご提案いたします。 

ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。 

ご丌明の点は下記までお気軽にご連絡ください。 

http://www.wjexpo.com ワイヤレスジャパン公式サイト 

※スマートシティ＆M2Mクラウド EXPOのページは追って掲載致します。 
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