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出展申込み
好評受付中

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

ワイヤレスジャパン2012の中心展示として

『スマートフォン/タブレット・コア』を開催！
質、量ともに拡大発展し、出展社の実ビジネスを

強力にサポートします！
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出展のご案内
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「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、

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（モバイルパワー)」を同時開催

して参りました。

「ワイヤレスジャパン」 の歩み

※昨年は53,576名（2010年は49,957名） のビジネスキーパーソンが来場されました。
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展示会場とセミナーを連携！
展示会場内に特設セミナー会場を設け、出展社プレゼンの場を
提供しました。
3日間でのべ6,000名が受講され、セミナーに関連する出展社
ブースには、目的を持った来場者を多数集客することができました。

基調講演を1,000名ホールで開催！

通信キャリアやメーカーのトップが勢揃いするワイヤレス
ジャパンならではの基調講演。
昨年から国際会議場（1,000名収容）で開催し
累計で5,000名を超える業界のキーパーソンに
参加いただきました。

ビジネスに直結するコンファレンスを開催
・LTE／4G移動通信フォーラム ・モバイルキャリアのコンテンツ戦略

・HTML5で進化するモバイル向けWebアプリ徹底解説 ・携帯電話流ビジネスフォーラム

・最新Androidキャッチアップセミナー ・ZigBeeフォーラム etc

「ワイヤレスジャパン」 の特長

スマートフォン/タブレットにいち早く注力！
2010年 「スマートフォンサミット」を開催、2011年 「スマートフォン/タブレットゾーン」を開設し

展示とセミナーの連携で、多くの来場者から注目を集めました。
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「ワイヤレスジャパン2012」では、16回の開催実績の上に、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や、スマートフォン/タブレットの急速な

普及の波を取り込み、

●スマートフォン／タブレットへのシフト

●産業へのモバイルの浸透と融合

●アジア・グローバルモバイルビジネス

上記3つのキーワードをもとに、

次の飛躍に向けて、新たな取り組みを行いたいと考えます。

「ワイヤレスジャパン2012」 に向けた取り組み

ワイヤレスジャパン2012の中心展示として

『スマートフォン/タブレット・コア』を開催！

ワイヤレスジャパン2012の中心展示として

『スマートフォン/タブレット・コア』を開催！
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『スマートフォン/タブレット・コア』企画の背景と狙い

新たな産業をも生み出すパワーを秘めたスマートフォンとタブレットを
“ＣＯＲＥ”として集積することで、新ビジネス創出の発信基地とし

その可能性をより鮮明に描き出します！

新たな産業をも生み出すパワーを秘めたスマートフォンとタブレットを
“ＣＯＲＥ”として集積することで、新ビジネス創出の発信基地とし

その可能性をより鮮明に描き出します！

◆スマートフォン/タブレットを”ＣＯＲＥ”とした新産業創出の場へ
スマートフォン/タブレットは急速に拡大し、個人・企業の活発な利用を通じて「モバイル新

時代」ともいうべき新たな局面を生み出しています。

ワイヤレスジャパンは、携帯電話のイベントから新産業創出の場であることを宣言します。

◆法人モバイル利活用推進と新需要創出
コンシューマー分野とともに法人分野でのビジネス活用が活発化しようとしています。法人

モバイル活用には、業務アプリケーションに始まりスマホ内線ソリューション、デバイス管理、

アプリ管理、シンクライアント、ウイルス対策セキュリティなど広範囲なプロダクト、ソリュー

ションが求められます。これらを総結集し、新たな活用と需要開拓をリードします。
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企画コンセプト

スマートデバイス・アプリケーションから広がる新ビジネス！スマートデバイス・アプリケーションから広がる新ビジネス！

ワイヤレスジャパン2012『スマートフォン/タブレット・コア』では、急速に普及が進むスマートデバイス
の活用から生まれる様々なアプリケーションをコアに、新ビジネス創出の発信基地として展開を図ります。

スマートフォンスマートフォン//タブレットタブレット

コアコア

アプリケーションアプリケーション

業務業務
ソリューションソリューション

MDMMDM

データデータ
センターセンター

クラウドクラウド

セキュリティセキュリティ

新ビジネス
創出

業務効率化

ヘルスケア 在庫管理

動画・映像配信 課金・決済＝

BCPテレワーク
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出展メリット①

◆「スマホ/タブレットソリューション（SL）ボード」で来場者の目的を明確化！

ユーザー企業/SIerなどに向けた様々なソリューション（事例/サービス内容）を、Web上で

掲示。「関連するセミナー」や「ソリューションを提供する企業ブース」を事前に検索・閲覧

可能にし、来場者の目的を明確化します。

◆来場目的に合わせた順路を明示し、出展社との効果的マッチングを演出！

「ＳＬボード→会場内セミナー→展示ブース」という順路を示すことで、

「寄り付けナイ」「聞けナイ」「分からナイー」の「3ナイ」イベントとは一線を画し、来場者が来場

目的を必ず果たせる新世代型イベントを目指します。

来場者の目的を明確にし、出展社との効果的マッチングを実現します！来場者の目的を明確にし、出展社との効果的マッチングを実現します！
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「スマホ/タブレットソリューションボード」イメージ

業務ソリューション

業種・用途別ソリューション

基盤ソリューション

グループウェア

営業支援

販売支援

医療/診療 物流

教育/研修 店舗・小売

セキュリティ 運用管理

＜クリック後の流れ（販売支援をクリックした場合）＞

目的を持った来場者を
セミナーに集客！

出展内容に興味を
持った来場者を各社

ブースに誘導！

セミナー内容に興味を持った
見込み顧客を各社ブースに誘導！

受発注業務支援

出展社

関連セミナー

事例紹介

販売支援に関するソリューションを
出展している企業の出展情報ページへ

販売支援に関するセミナー申込み
ページへ

各社の事例紹介ページへ

＜Web展開イメージ＞

コミュニケーション ワークフロー

在庫確認 BCP

認証
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「来場目的別順路マップ」イメージ

関連セミナー 展示ブース

携帯電話販売流通

インフラエンジニア

ユーザー/SIer
情報システム部門

『ワイヤレスインフラフォーラム』
5月●日 展示会場内A
10:00-10:50 タイトル 講師名等

目的を持った来場者をセミナーに集客！

目的を持った来場者を各社ブースに誘導！

来場属性

展示・セミナー

＜掲載イメージ＞
NTTドコモ（A-001）
KDDI（C-001）

『携帯電話流通ビジネスフォーラム』
5月●日 展示会場内B
10:00-10:50 タイトル 講師名等

『スマートフォン/ケータイショップEXPO』

テレホンリース（C-001）
ブロードリーフ

・

・

・

・

『スマートフォン/タブレット・コア』
※「スマホ/タブレットソリューション
ボード」で目的のサービス/ソリューションを
ご確認ください。

『スマートフォン/タブレット・コア』
出展社一覧
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出展メリット②

企業の情報システム・総務・経営企画部門/SIerに対して

ダイレクトに訴求！

企業の情報システム・総務・経営企画部門/SIerに対して

ダイレクトに訴求！

企業の情報システム、総務、経営企画部門
のキーパーソンが、

約6,600名来場！

SIerのキーパーソンが、

約3,300名来場！

＜ワイヤレスジャパン2011来場者属性＞

企業におけるスマートフォン/タブレット活用に注目が集まる！企業におけるスマートフォン/タブレット活用に注目が集まる！
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展示会場内セミナーと連携して、ターゲットを確実に集客！展示会場内セミナーと連携して、ターゲットを確実に集客！

◆展示会場内に3箇所のセミナー会場を開設！
◆展示ブースでは伝え切れないポイントをブース直近のセミナー会場でプレゼン！
◆セミナーは全て事前登録方式。オプションとして事前登録者リード情報もご提供！

◆展示会場内に3箇所のセミナー会場を開設！
◆展示ブースでは伝え切れないポイントをブース直近のセミナー会場でプレゼン！
◆セミナーは全て事前登録方式。オプションとして事前登録者リード情報もご提供！

出展メリット③

昨年は、3日間でのべ6,000名が受講！
セミナーに関連する出展社ブースには、
目的を持った来場者を多数集客する
ことができました。

2012年も引き続き出展社の効果的プレゼンの場としてご提供します！2012年も引き続き出展社の効果的プレゼンの場としてご提供します！
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出展メリット④

専門出版社が専門Webサイトと展示会を一体で運営、展開！専門出版社が専門Webサイトと展示会を一体で運営、展開！

＜ワイヤレスジャパン2011ニュース記事（一部抜粋）＞

◆出展情報、セミナー情報を事前に告知！
◆きめ細かな取材を敢行！
◆出展規模に関わらず読者が関心を持つ

ニュースを掲載！
◆ワイヤレスジャパン公式Webサイトと一体で訴求！

◆出展情報、セミナー情報を事前に告知！
◆きめ細かな取材を敢行！
◆出展規模に関わらず読者が関心を持つ

ニュースを掲載！
◆ワイヤレスジャパン公式Webサイトと一体で訴求！

business network.jpの編集コンセプトは、

＜「通信」の力でビジネスを進化させる＞です。

「業務改善・生産性向上」「新事業・新顧客価値の創出」「通信インフラ・技術動向」の

3つの切り口から、 ネットワーク技術の利活用によって企業を飛躍させるための情報

を提供していきます。

■URL：http://businessnetwork.jp/

■ターゲット読者

企業の経営層、情報システムやネットワークインフラの担当者、サービス企画

担当者など、ICTの利活用による企業力向上に関心のある方

■月間PV（月間ユニークユーザー数）

約25万PV（約5万UU）

business network.jpの編集コンセプトは、

＜「通信」の力でビジネスを進化させる＞です。

「業務改善・生産性向上」「新事業・新顧客価値の創出」「通信インフラ・技術動向」の

3つの切り口から、 ネットワーク技術の利活用によって企業を飛躍させるための情報

を提供していきます。

■URL：http://businessnetwork.jp/

■ターゲット読者

企業の経営層、情報システムやネットワークインフラの担当者、サービス企画

担当者など、ICTの利活用による企業力向上に関心のある方

■月間PV（月間ユニークユーザー数）

約25万PV（約5万UU）
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出展メリット⑤

NTTドコモ、ＫＤＤＩ、UQコミュニケーションズ、
ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ウィルコム

日本通信など移動体通信事業者も

約9,900名が来場！

通信キャリア、端末メーカー各社が一堂に集結！通信キャリア、端末メーカー各社が一堂に集結！

新端末とともに、スマートフォン/タブレット活用への注目度がアップ！新端末とともに、スマートフォン/タブレット活用への注目度がアップ！
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専門展示会ならでは！内外の多くのマスコミの注目を集める！専門展示会ならでは！内外の多くのマスコミの注目を集める！

出展メリット⑥

TV：放映番組/6局10番組 27分35秒
161,4443,333円

TV：放映番組/6局10番組 27分35秒
161,4443,333円

Web 掲載数/430記事 234,295,000円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

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
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会場全体構成

通信キャリア

端末メーカー

ターゲット来場者が
必ず立ち寄る
通信キャリアと
端末メーカーの
中間位置に

「スマートフォン/
タブレット・コア」
のエリアを開設！

“販売促進”
“パートナー開拓”

の場として
ご活用ください！

ターゲット来場者が
必ず立ち寄る
通信キャリアと
端末メーカーの
中間位置に

「スマートフォン/
タブレット・コア」
のエリアを開設！

“販売促進”
“パートナー開拓”

の場として
ご活用ください！
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出展対象製品、サービス及び来場ターゲット

効果的
マッチングを実現！

効果的
マッチングを実現！

＜来場ターゲット＞
●企業の情報システム部門（システム企画・開発・運用管理責任者／担当者）

経営者・経営企画部門、営業・総務・ 人事・会計などのシステム利用部門
アプリケーション開発部門、マーケティング部門、広報宣伝部門

●SaaS事業者、ソフトウェア／システム開発会社
●データセンター事業者
●システムインテグレーター(SI)
●リスク・セキュリティ管理責任者／担当者
●法務・コンプライアンス部門
●通信事業者
●スマートフォン/タブレット/携帯電話メーカー

＜来場ターゲット＞
●企業の情報システム部門（システム企画・開発・運用管理責任者／担当者）

経営者・経営企画部門、営業・総務・ 人事・会計などのシステム利用部門
アプリケーション開発部門、マーケティング部門、広報宣伝部門

●SaaS事業者、ソフトウェア／システム開発会社
●データセンター事業者
●システムインテグレーター(SI)
●リスク・セキュリティ管理責任者／担当者
●法務・コンプライアンス部門
●通信事業者
●スマートフォン/タブレット/携帯電話メーカー

＜出展対象製品、サービス＞
・MDM、モバイル端末管理ソリューション、データバックアップサービス
・アプリ開発ツール、テストツール／サービス
・クラウドコンピューティングサービス、クラウドプラットフォーム、クラウド構築

サービス（パブリック／プライベート／ハイブリッド）
クラウド導入支援サービス、クラウド運用／移行支援サービス

・SaaSアプリケーション、ERPシステム、業種特化型アプリケーション
デスクトップクラウド

・サーバ／ ストレージ、仮想化ソフトウェア、データセンター
・セキュリティ ソリューション、SaaS・クラウド型セキュリティ製品／

ソリューション
・中堅・中小企業向け クラウドソリューション など

＜出展対象製品、サービス＞
・MDM、モバイル端末管理ソリューション、データバックアップサービス
・アプリ開発ツール、テストツール／サービス
・クラウドコンピューティングサービス、クラウドプラットフォーム、クラウド構築

サービス（パブリック／プライベート／ハイブリッド）
クラウド導入支援サービス、クラウド運用／移行支援サービス

・SaaSアプリケーション、ERPシステム、業種特化型アプリケーション
デスクトップクラウド

・サーバ／ ストレージ、仮想化ソフトウェア、データセンター
・セキュリティ ソリューション、SaaS・クラウド型セキュリティ製品／

ソリューション
・中堅・中小企業向け クラウドソリューション など
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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：通信事業者、Sier、販売代理店、企業の情報システム部門、総務部門、経営

企画部門、アプリケーション開発部門、マーケティング部門、広報宣伝部門等

■来場者数：55,000名（同時開催展を含む。昨年は53,576名が来場）

■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・クラウドコンソーシアム、（社）デジタル放送推進協会、一般社団法人情報通信

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、（社）テレコムサービス

協会、一般社団法人 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、日本チェーンストア協会、（社）日本ショッピングセンター協会（財）流通システム開発

センター

■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
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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

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

集客プロモーション及びスケジュール
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出展料金①（通常小間）

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）

全てお任せ！1小間パッケージブラン全てお任せ！1小間パッケージブラン

576,450円でご提供！（2小間パッケージも可能です）576,450円でご提供！（2小間パッケージも可能です）

装飾は自社で！スペースのみご提供プラン装飾は自社で！スペースのみご提供プラン

装飾込みのセミデザインドブースもご提供しています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こちらには含まれていません。ご注意ください。

＜セミデザインドブース（2小間、4小間バージョン）参考例＞

通常ブースでご出展いただいた場合は、展示会場内セミナー枠（30分）を無料でご提供！
※事前登録者情報は、別途30万円でご提供いたします。
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スポンサータイプ ゴールド シルバー ブロンズ

スポンサー料金 ￥1,200,000
￥600,000
※展示のみの場合は
￥500,000

￥250,000

スポンサーセミナー講演枠
（１セッション：30分／定員約100名）
※事前登録者情報は別途30万円でご提供

○ ○ -

展示ブース
（１小間：横幅140cm × 奥行70ｃｍ） 4小間 2小間 1小間

公式Ｗｅｂサイトバナー ○ - -

business network.jp記事掲載
（公式Ｗｅｂサイトからリンク） ○ - -

＊税別

出展料金②（パッケージタイプ）
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申込み・お問合せ先

「ワイヤレスジャパン2012」主催事務局
株式会社リックテレコム コンベンション企画部内
担当：伊東、磯部
TEL:03-3834-8134  FAX:03-3834-8009
e-mail：wjc@ric.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。

ご不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


