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1 EXPO COMM WIRELESS JAPAN 2010

新技術、新サービス、新製品‥  

ワイヤレス技術の応用をPRできる併催展がスタートします

第1回無線技術応用産業展‒モバイル   
　 「第1回無線技術応用産業展‒モバイルパワー2010」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／モバイル技術の他産業での応用」を切り出し、
物流、医療、農業などさまざまな産業でのワイヤレス技術の
利用実態を伝える専門展示会としてスタートします。 
　さまざまな産業・業種・業態に向けて無線技術の応用を普
及させ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
深く発信していただくために、展示とセミナーを機能的に組
み合わせて構成いたします。貴社の技術力や製品の魅力、導
入効果をアピールする場としてはもちろん、ニーズ調査やソ
リューションに対する来場者の反応を確認する場としても是
非、「第1回無線技術応用産業展‒モバイルパワー2010」を
ご活用ください。

■ 日　時：2010年7月14日（水）～16日（金）  10：00－17：30
 （最終日は17：00終了）

■ 場　所：東京ビッグサイト　東ホール
 （ワイヤレスジャパンと同一ホール内）

■ 来場予定人数：40,000人（ワイヤレスジャパンの来場者を含む）
■ コンファレンスプログラム（予定）：
 小売・物流ソリューションフォーラム、RFIDソリューションフォーラム、
 遠隔医療最前線、M2Mビジネスフォーラム
■ 集客プロモーション：
 各種産業のメディアとの連携、プレスリリースの送付、会期中のテレビ、
新聞などへの取材誘致、出展企業の業界団体との協力関係構築、

 招待券配布、団体機関紙への告知掲載、タイアップ、
 ワイヤレスジャパン来場者への告知など。

開催要項

ワイヤレスジャパンは、最新ワイヤレス技術とワイヤレス　
ワイヤレスジャパンはワイヤレス産業界の縮図です。

　ワイヤレスジャパンは、携帯電話インフラの技術進化を基盤とする、デバイス・部品から携帯端末、さらにはコンテンツに至るまでの垂直統合モデル
を構成するキープレーヤーが一堂に集結する、ワイヤレス産業の縮図ともいえるイベントです。最大の役割は、ワイヤレス技術の進化を年年歳歳的確に
キャッチアップし続けることで、新製品や新サービス、新ソリューションの発進基地としての機能を果たすことにあります。
　その機能をフル回転させるワイヤレスジャパン2010の最大のフォーカスポイントは、 WiMAXやXGP、そしてHSPA+やLTEによってブロードバンド
化する「モバイルデータ通信」と、それを基盤として大きく飛躍する「スマートフォン」や「動画コンテンツ」です。なかでもスマートフォンマーケットは
“爆発”するとまでいわれており、動画コンテンツやARアプリケーションなどの市場も連鎖的拡大が期待できます。ブロードバンド化によって“モバイル
クラウドビジネス”も立ち上がり、まさに百花繚乱の様相を呈すというのが2010年のワイヤレスジャパンです。　

加入者1億件を突破した携帯電話サービスに、XGPやモバイルWiMAXといった新
サービスが加わり、MVNOなど我が国のワイヤレスブロードバンドビジネスは新たな
フェーズに突入しました。2010年はLTEがサービスインする節目の年でもあり、ワイヤ
レスジャパンが総力を挙げて取り組む分野が次世代ワイヤレスサービスです。
【対象となる製品・サービス】
携帯電話サービス、PHS／XGP、モバイルWiMAX、公衆無線LAN、MVNO

【計画しているコンファレンス企画】
・基調講演・移動通信ビジネスの将来ビジョン　・LTE＆4Gワイヤレス技術フォーラム　
・MVNO実践フォーラム

ワイヤレスインフラや無線LANなどの品質を測定・解析したり監視するためのツールや、
開発過程でシミュレーションやテスト等を実施するためのツールは、縁の下の力持ち的存
在で役回りは地味ですが、ワイヤレスジャパンではメインプレーヤーとなっています。
【対象となる製品・サービス】
無線ネットワーク解析・測定ツール、無線LAN測定・調査・監視ツール、各種テスタ／シミュレータ、他
【計画しているコンファレンス企画】
・組込みワイヤレス技術フォーラム　・テストソリューションフォーラム

移動通信サービスのカバーエリア拡大やサービス品質向上の要となるインフラ設備。
この最先端技術や新製品にフォーカスしているのはワイヤレスジャパンだけです。
キャリア関係者やネットワークのプロが多数来場されるこの機会をお見逃しなく。
【対象となる製品・サービス】
移動通信インフラ向け通信機器／ソフトウェア、AAAシステム、
加入者管理システム、課金システム
【計画しているコンファレンス企画】
・LTE＆4Gワイヤレス技術フォーラム　・コグニティブ無線フォーラム

基地局・インフラ設備

基地局・インフラ設備

携帯電話端末／スマートフォン

高性能な携帯電話やスマートフォンの礎となっている卓越した技術力やアイデア
を、実際に端末を展示していただきながら存分にアピールしてください。ワイヤレス
ジャパンには毎年、移動通信キャリア関係者をはじめ、端末開発に従事する研究者や
半導体技術者が多数来場されます。
【対象となる製品・サービス】
携帯電話端末、ワイヤレスモジュール、スマートフォン、MID、UMPC、ネットブックPC

【計画しているコンファレンス企画】
・次世代ワイヤレス端末構想フォーラム　
・スマートフォン向けアプリケーション開発フォーラム　
・次世代ユーザインタフェースフォーラム

携帯電話端末／スマートフォン

携帯電話向けデバイス／ソフトウェア

携帯電話の高性能化や短期商品化を支える半導体デバイスもワイヤレスジャパンの
重要アイテムに位置づけられます。モバイル動画再生を可能にするプロセッサ技術、
長時間駆動を実現するバッテリーや省電力化技術など、携帯端末開発を支えている
最先端の技術力を披露してください。
【対象となる製品・サービス】
ベースバンドLSI、アプリケーションプロセッサ、小型バッテリー、
液晶／LED、OS／ミドルウェア
【計画しているコンファレンス企画】
・ワイヤレス組込みソリューションフォーラム　・携帯電話プラットフォームフォーラム　
・Android実践講座

携帯電話向けデバイス／ソフトウェア
測定器・シミュレータ

測定器・シミュレータ

移動通信サービス

移動通信サービス

ワイヤレス　
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 全てここから発進！

 パワー2010を開催！
医療・福祉・介護、健康・スポーツ、小売、物流、農業、
AV・ホームICT、自動車・ITS、食品分野、その他

対象となる産業分野

対象となる製品／ソリューション
無線モジュール、ハンディーターミナル、
M2Mソリューション、近距離無線ソリューション、
RFID／各種センサーソリューション、デジタルサイネージ、
その他（カメラ遠隔監視ソリューション、入退室者管理ソ
リューション、MVNO、カーナビ／ITS（高度道路交通システ
ム）など）

　ソリューションの専門展示会です。
「第1回無線技術応用産業展‒モバイルパワー2010」を併催します。

　携帯電話技術はもとより、WiMAX、XGP、無線LANやBluetooth、ZigBeeなどの近距離無線技術と、RFIDなどのセンサー系技術が、ワイヤレス産業界の
枠を越えて他産業のシステム変革の基盤として着実に浸透し始めています。これは、ワイヤレス技術を応用した新たなビジネスが形成されつつあることに
他なりません。無線モジュールが組み込まれた医療機器や物流向けハンディターミナル、遠隔カメラ監視システムなど、作業効率やサービス品質の向上に
大きく貢献する事例は枚挙にいとまがありません。そこでワイヤレスジャパンでは、各種産業へのワイヤレス技術のさらなる普及を目的に、「第1回無線技
術応用産業展-モバイルパワー2010」を新設し、併設展として開催いたします。これによって、2010年のワイヤレスジャパンはワイヤレス業界を基軸にしな
がら、ワイヤレス関連産業にまで翼を拡大することになります。新製品・新サービスのマーケティングの場として、または新たな顧客、新たなチャネル、新た
なパートナーの開拓の場として是非ご活用ください。

ワイヤレスジャパンには、携帯電話のさらなる拡販をめざす多くの販売代理店
関係者が来場します。携帯電話販売に特化した管理システムや法人向け拡販ソ
リューション、各種アクセサリーを提案する機会としてご利用ください。
【対象となる製品・サービス】
携帯電話販売管理ネットワークシステム、携帯電話販売店向け情報システム、
携帯電話向けアクセサリー
【計画しているコンファレンス企画】
・携帯電話販売店ビジネスフォーラム

携帯電話市場拡大の牽引役であるモバイルコンテンツ業界の活性化は、ワイヤレス
ジャパンの使命でもあり、毎年コンテンツプロバイダ関係者の来場に注力していま
す。進化する動画活用やナビゲーションなどの技術と応用をアピールしてください。
【対象となる製品・サービス】
ナビゲーション関連コンテンツ、動画関連コンテンツ、
ARアプリケーション、地図情報システム、コンテンツ開発・制作環境、GUI開発ツール、モバイ
ル広告、コンテンツ配信エンジン、アクセス分析ツール、モバイルマーケティングツール、他
【計画しているコンファレンス企画】
・動画/ARコンテンツフォーラム　・モバイルライフイノベーションフォーラム　
・モバイルマーケティングフォーラム

携帯端末を利用した企業情報システム（企業サーバー）へのアクセスは、携帯電話やス
マートフォンの法人活用を促す切り札です。ワイヤレスジャパンで、クラウドコ
ンピューティングのモバイルへの拡大、すなわちモバイルクラウドの実現に向けたソ
リューションをご提案ください。
【対象となる製品・サービス】
モバイルSaaS／ASPサービス、クラウドコンピューティング向けミドルウェア、
スマートフォン、MID、UMPC、モバイル通信カード、サーバー、アプリケーション開発環境、他
【計画しているコンファレンス企画】
・モバイルクラウド実践フォーラム　・ワイヤレスセキュリティフォーラム

構内ネットワークのワイヤレス化を支える無線LANや、機器間のワイヤレス通信を実
現するBluetooth、ZigBeeといった近距離無線技術の最前線が集結するのも、ワイヤ
レスジャパンの大きな特長となっています。一般企業の情報システム担当者や製品
開発者も多く来場しますので、近距離無線技術の普及・啓蒙と具体的なソリューショ
ンの提案にお役立てください。
【対象となる製品・サービス】
無線LAN関連製品／ソリューション、Bluetoothモジュール、ZigBeeモジュール、NFC関連、
ウェアラブルコンピューティング関連、ミリ波無線通信、TransferJet関連、他
【計画しているコンファレンス企画】
・近距離無線技術フォーラム　・ZigBeeフォーラム　・Bluetoothフォーラム

ワイヤレスジャパンは、無線技術を活用したシステムインテグレーションを提案する場
として最適です。携帯端末を使った社内コミュニケーションや、マシンtoマシン（M2M）
通信による効率的な運用の仕組みなど、幅広い業種や業務に向けたワイヤレスソリュー
ションを提案する場としてご活用ください。
【対象となる製品・サービス】
モバイルシステムインテグレーションサービス、スマートフォン、各種無線モジュール、
ハンディターミナル、アプリケーションパッケージ、車載端末、無線タグ、各種センシング機器、他
【計画しているコンファレンス企画】
・M2Mフォーラム

携帯電話販売ソリューション

携帯電話販売ソリューション

近距離無線技術

近距離無線技術

M2M・企業向けソリューション

M2M・企業向けソリューション モバイルクラウド

モバイルクラウド

モバイルコンテンツ

モバイルコンテンツ

ジャパン2010

自動車・
ITS

食品分野

医療・福祉・
介護

健康・
スポーツ

小売

物流

農業

AV・
ホームICT

無線技術

M2M

RFID

携帯電話

無線LAN

Bluetooth
ZigBee

無線
モジュール

遠隔医療
健康管理

画像伝送

在庫管理

販売促進 安心安全

地域
サービス

業務支援

その他
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＜通信事業者＞
【（株）NTTドコモ】コアネットワーク部、ネットワーク開発部、移動機開発
部、技術サービス部、研究開発センター、資材部、社会環境推進部、先進技
術研究所、無線アクセスネットワーク部／【KDDI（株）】コンテンツ・メディ
ア本部、ソリューション推進部、ソリューション推進本部、プラットフォー
ム開発本部、プロダクト企画部、マーケティング本部、モバイルネット
ワーク開発本部、建設統括本部、電波部／【ソフトバンクモバイル（株）】
プラットフォーム推進部、商品戦略企画部／【UQコミュニケーションズ
（株）】ネットワーク技術部、ビジネス開発部、渉外部、設備運用部運用企画
グループ／【（株）ウィルコム】ITX建設室、プロダクト開発部、ユビキタス
事業推進部、技術企画部、建設統括部、次世代開発推進部／【イー･モバイ
ル（株）】ネットワーク技術部、企画本部無線企画部、設備基盤部／【日本電
信電話（株）】サイバーソリューション研究所、技術企画部門／【東日本電
信電話（株）】ネットワーク事業推進本部／【西日本電信電話（株）】技術革
新部技術部門、研究開発センタ、法人営業本部／【NTTコミュニケーショ
ンズ（株）】ユビキタスサービス部／【イー･アクセス株式会社】イー・デバ
イス事業本部、ネットワーク事業本部／【ソフトバンクテレコム（株）】ネッ
トワーク開発部／【ソフトバンクBB（株）】ソリューション開発部、ネット
ワーク本部、モバイル事業推進統括部／【（株）NTTPCコミュニケーショ
ンズ】システム技術課／【ドイツテレコム（株）】モバイルビジネス部／【フ
ランステレコム（株）】MI／【SK telecom】東京事務所／【（株）インター
ネットイニシアティブ】モバイルサービス部
＜製造（自動車/機械など）＞
トヨタ自動車（株）／日産自動車（株）本田技研工業（株）／マツダ（株）／三
菱重工業（株）／富士重工業（株）／日野自動車（株）／（株）本田技術研究所
＜研究所/研究機関＞
KDDI研究所／NEC／（株）豊田中央研究所／トヨタIT開発センター／日
本電信電気（株）／京セラ（株）／三菱電機（株）
＜放送事業者＞
NHK／日本テレビ放送網（株）／（株）フジテレビジョン／（株）テレビ
朝日／（株）TBSテレビ／（株）エフエム東京／（株）ニッポン放送／（株）
J-WAVE／（株）ジュピターテレコム／スカパーJSAT（株）
＜小売/卸/商社＞
三井物産（株）／伊藤忠商事（株）／富士通エレクトロニクス（株）／丸紅テ
レコム（株）／丸紅情報システムズ（株）／加賀電子（株）／長瀬産業（株）／
住友商事（株）／佐鳥電機（株）／リチャードソンエレクトロニクス（株）／
ユニダックス（株）
＜運輸/流通＞
成田国際空港（株）／全日本空輸（株）／東日本旅客鉄道（株）／東京急行電
鉄（株）／西武鉄道（株）／京王電鉄（株）／佐川急便（株）／ヤマト運輸（株）
＜金融/証券/保険＞
（株）三菱東京UFJ銀行／（株）三井住友銀行
＜官公庁/自治体/協会/団体＞
総務省／（社）電波産業会／（財）テレコムエンジニアリングセンター／
（独）情報通信研究機構／警視庁／海上保安庁／オーストラリア大使館／
日本放送協会／（財）日本自動車研究所
＜システムインテグレーター＞
（株）日立製作所／伊藤忠テクノソリューションズ（株）／キヤノンITソ
リューションズ（株）／日本アイ・ビー・エム（株）／日本ヒューレット･パッ
カード（株）／富士ソフト（株）／富士通ネットワークソリューションズ
（株）／日商エレクトロニクス（株）／（株）大塚商会／（株）NTTデータ／全

日空システム企画（株）／ユニアデックス（株）／（株）三菱電機ビジネスシ
ステム／（株）Jストリーム
＜ソフトウェア開発/ベンダー＞
マイクロソフト（株）／NECソフト（株）／日本オラクル（株）／（株）ソフト
フロント／（株）アルファシステムズ／トレンドマイクロ（株）／ドコモ･テ
クノロジ（株）／アドビシステムズ（株）／アドソル日進（株）／アンリツエ
ンジニアリング（株）／ジェイマジック（株）
＜サービスプロバイダー（CSP/ASP/SDPなど）＞
（株）セールスフォース・ドットコム／（株）セガ／（株）ぐるなび／（株）イン
デックス／ウォルト・ディズニー・ジャパン（株）／グーグル（株）／ヤフー
（株）／（株）エムティーアイ／（株）ディー・エヌ・エー
＜インターネットサービスプロバイダー（ISP）＞
NECビッグローブ（株）／ニフティ（株）／（株）ライブドア
＜食品/化学/薬品＞
サッポロビール（株）／日本コカ・コーラ（株）
＜電気/ガス/水道＞
東京電力（株）／関西電力（株）／九州電力（株）／東京ガス（株）
＜建設/土木/不動産＞
（株）竹中工務店／鹿島建設（株）
＜製造（IT/通信機器など）＞
【NEC】サービスプラットフォーム研究所、システム実装研究所、モバイル
IPネットワーク事業部、モバイルターミナルプラットホーム開発本部、中
央研究所／【シャープ（株）】ビジネスソリューション事業本部、移動体通
信事業部、研究開発本部、国内情報通信営業本部、先端映像・通信技術研
究所、通信要素技術開発センター、電子デバイス営業本部／【パナソニッ
クモバイルコミュニケーションズ（株）】LTE事業グループ、ネットワーク
ス事業部、技術開発センター、共通設計グループ／【パナソニック（株）】次
世代モバイル開発センター／【富士通（株）】 ソリューション事業本部、
モバイルフォン事業本部、移動システム事業部、次世代IT・ITSプロジェク
ト室、先行開発統括部、ネットワークビジネス企画部／【京セラ（株）】PHS

基地局技術部、移動体品質保証部、横浜R&Dセンター、通信システム機
器営業部／【（株）日立製作所】ネットワークソリューション事業部、通信
ネットワーク事業部／【（株）東芝】モバイルコア技術開発部、研究開発セ
ンター、伝送ネットワーク営業部／【LG電子（株）】デザイン研究所／【ソ
ニー（株）】VAIO事業本部／【ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケー
ションズ】商品企画部／【三菱電機（株）】情報技術総合研究所、通信シス
テム開発センター／【沖電気工業（株）】キャリア事業本部、研究開発セン
タ／【ノキア・ジャパン（株）】R&D／【モトローラ（株）】テレコムソリュー
ションビジネス本部／【デル（株）】コンシューマー事業本部／【（株）カシオ
日立モバイルコミュニケーティンズ】事業戦略チーム／【（株）ケンウッド】
無線システム事業部／【日本サムスン（株）】デザインセンター、電子企画、
部品購買担当／【セイコーインスツル（株）】移動通信システム事業部／
【ZTEジャパン（株）】モバイルターミナル企画部／【NECエンジニアリン
グ（株）】モバイルブロードバンド事業部／【NECマグナスコミュニケー
ションズ（株）】技術部／【キヤノンマーケティングジャパン（株）】通信イン
フラ企画課／【シスコシステムズ合同会社】プロダクトマーケティング／
【トッパン・フォームズ（株）】中央研究所／【リサーチ・イン・モーション・
ジャパン（株）】技術部／【レノボ・ジャパン（株）】先端技術研究所／【（株）デ
ンソーウェーブ】技術企画部商品企画／【（株）バッファロー】ブロードバン
ドソリューションズ事業部／【（株）フジクラ】ネットワークソリューショ
ン技術部／【（株）日立コミュニケーションテクノロジー】モバイルエンジ

ニアリング部／【（株）富士通研究所】基盤技術研究所、先端ワイヤレス研
究部／【富士通マイクロエレクトロニクス（株）】モバイル事業部／【京セラ
コミュニケーションシステム（株）】生産技術本部／【古河電気工業（株）】
通信技術部／【住友電気工業（株）】研究統轄部／【上田日本無線（株）】無線
通信ビジネスユニット／【大日本印刷（株）】システム開発／【長野日本無
線（株）】情報事業推進部／【島田理化工業（株）】電子事業本部／【凸版印刷
（株）】情報技術研究所／【日本アルカテル・ルーセント（株）】ワイヤレス ソ
リューションズ／【日本アンテナ（株）】通信機器技術部／【日本エリクソン
（株）】ネットワーク本部／【日本電気航空宇宙システム（株）】宇宙・情報シ
ステム事業部／【日本無線（株）】研究開発本部／【八木アンテナ（株）】通信
設計部
＜製造（家電/精密機器など）＞
【パナソニック（株）】アクトビラ事業推進室、先端技術研究所／【カシオ計
算機（株）】知的財産センター、要素技術統轄部／【オリンパス（株）】研究開
発センター、未来創造研究所／【キャノン（株）】デジタルプラットフォー
ム開発本部、医療機器事業部／【ソニー（株）】技術開発本部／【パイオニア
（株）】研究開発センター／【（株）リコー】グループ技術企画室／【（株）島津
製作所】半導体機器事業部／【日本ビクター（株）】技術開発本部／【富士フ
イルム（株）】メディカルシステム事業部／【富士ゼロックス（株）】ソリュー
ション本部／【セイコーエプソン（株）】先端技術開発センター／【オムロ
ンヘルスケア（株）】商品事業統轄部／【（株）タニタ】事業統轄本部技術セ
ンター／【（株）タニタヘルスリンク】WEBサービス事業部／【エプソント
ヨコム（株）】開発技術統括部／／【パナソニック電工（株）】情報機器事業
本部／【ヤマハ（株）】半導体事業部／【ブラザー工業（株）】ネットワークシ
ステム開発部／【マスプロ電工（株）】開発部／【LG電子（株）】日本デザイ
ン研究所／【アジレントテクノロジー（株）】通信計測営業部／【アルパイ
ン（株）】技術統括戦略室／【アンリツ（株）】計測器営業本部／【カシオ日立
モバイルコミュニケーションズ】技術開発グループ／【ソニー・エリクソ
ン・モバイルコミュニケーションズ（株）】機構設計部／【パナソニックモバ
イルコミュニケーションズ（株）】伝送技術グループ／【横河電機（株）】技
術開発本部／【（株）カシオ日立モバイルコミュニケーション】開発設計本
部／【（株）タカラトミー】デジタル事業本部／【（株）山武】研究開発本部／
【船井電機（株）】開発技術本部／【任天堂（株）】開発技術本部　開発技術部
　開発推進グループ
＜製造（電子部品/半導体など）＞
【日本テキサス・インスツルメンツ（株）】営業・技術本部、半導体営業・技術
本部／【インテル（株）】事業開発本部、次世代戦略製品事業本部／【NEC

エレクトロニクス（株）】先端デバイス開発部／【（株）デンソー】技術開発
センター／【フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン（株）】技術本部／
【TDK（株）】材料・プロセス技術開発センター／【NXPセミコンダクター
ズジャパン（株）】IDE事業部／【（株）ルネサステクノロジ】設計開発本部／
【（株）沖ネットワークエルエスアイ】開発本部／【（株）村田製作所】通信モ
ジュール商品事業部／【住友大阪セメント（株）】新規技術研究所新材料
研究グループ／【太陽誘電（株）】技術企画統括部／【日本テクトロニクス
（株）】ネットワーク計測営業部／【（株）ブリヂストン】化工品技術本部電子
ペーパー開発部／【アルプス電気（株）】新製品企画部／【STマイクロエレ
クトロニクス（株）】Computer&Communicationセグメント／【日本電波
工業（株）】技術統括本部／【（株）ナイキ】オフィスデザイン部　ODL／【エ
プソントヨコム（株）】商品開発部／【オムロン（株）】エンジニアリングセン
タ開発センタ、公共ソリューション事業部／【パナソニック（株）】戦略半
導体開発センター／【ヒロセ電機（株）】高周波デバイス技術課

■日付別来場者数：

■出展企業／団体数：
■出展規模：
■コンファレンス：

34,312名 昨年度来場者数 37,621名来場者数［3日間合計］
モバイル端末機器

無線LAN／MAN／WAN機器
12,413

8,156
携帯電話／PHSサービス 7,518

無線LAN／MAN／
WAN関連サービス 4,890

IEEE802.16／WiMAX

ワイヤレス／モバイル向け
組込みデバイス

4,874
4,848

LTE 4,567
ワイヤレス／モバイル向け

ソフトウェア／OS 4,273
セキュリティ認証システム 3,809

IEEE802.11／Wi-Fi 3,343
Bluetooth 3,091

RFID／ICタグ／ICカード 3,089
次世代PHS 3,008

ワンセグ／モバイル向け放送／
モバイル動画 2,791

モバイル／コンテンツ
アプリケーション 2,763

GPSシステム 2,700
ワイヤレスUSB 2,668

電子マネー・決済／
課金システム 2,336

ZigBee 2,314
法人向け・業種別

モバイルソリューション 2,277
モバイルマーケティング 2,068

モバイルSaaS 1,949
デジタルサイネージ 1,949

MVNO／MVNE 1,587
UWB 1,477

コンテンツ開発ツール／
システム 1,416

IEEE802.20／iBurst等 1,323
測定器関連／運用監視ツール 1,250

テレマティクス／
ITSソリューション 1,013

その他 563
2,000 4,000 6,000 8,000

2009年来場企業一覧 （一部抜粋）

2009年 開催実績・来場者データ

7月22日（水）雨時々曇　  8,303名（昨年： 9,406名）
7月23日（木）曇　　　　12,435名（昨年：13,460名）
7月24日（金）曇時々雨　13,574名（昨年：14,755名）
146社
435小間
24コース／113セッション

来場者の関心のある分野／キーワード（複数回答可）

約11,000人の
研究開発技術者が

来場

約1,500社の
ユーザー企業が

来場

約70％の
来場者が

製品導入に関与

31%

11% 7%

38%
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業種

職種

Point

31% 製造業（IT／通信機器／家電／電子部品／半導体／自動車／機械等）

20% 13%通信事業者／放送事業者 SI、ソフトウェア開発

4% 32%ISP／CSP／ASP ユーザー企業

研究開発技術者

商品／サービス企画

営業企画

経営
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※出展社アンケート上位5項目を抜粋

ワイヤレスジャパン2009の効果

1 予想以上の集客ができた
2 新規顧客開拓ができた
3 既存顧客への情報提供ができた

4 ターゲットとなる来場者とコンタクトができた
5 新製品の発表ができた

【NHK】首都圏ネットワーク、ニュース　【テレビ東京】ワールドビジネスサテライト、E morning　【フジテレビ】FNNスピーク　
【NHK WORLD】ニュースライン　【NHK BS】経済最前線　【NHKラジオ】私も一言！夕方ニュース

日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞、東京新聞、日刊工業新聞、産経新聞、映像新聞、科学新聞、教育家庭新聞、建設通信新聞、情通新聞、
通信興業新聞、電波新聞、東京IT新聞、日本情報産業新聞、京都新聞、静岡新聞、他

EDN Japan、EETimes、日経エレクトロニクス、日経コミュニケーション、日経ネットワーク、日経ソリューションビジネス、日経
パソコン、インターフェース、エレクトロニクス実装技術、トランジスタ技術、日経情報ストラテジー、ITアーキテクト、J SELECT、
Semiconductor FPD World、オートメレビュー、月刊 Windws Server World、週刊 アスキー、週刊 ダイヤモンド、週刊BCN、テレ
コミュニケーション、日経ものづくり、メカトロニクス、販促会議、TOKYO HEADLINE、OPTCOM、他

毎日jp、MSN産経ニュース、フジサンケイビジネスアイ、Tech－On!、ITPro、 PC Watch、ケータイWatch、INTERNET Watch、
ASCII.jpビジネス、ITmedia +D mobile、ITmedia News、CNET Japan、マイコミジャーナル、YOMIURI ONLINE、Yahoo!ニュース、
Infoseekニュース、エキサイトニュース、RBB TODAY、 ITmedia+プロモバ 、他

TV/ラジオ 在京キー局を中心に、主要報道番組にてワイヤレスジャパンが放映！

業界紙はもちろん、全国紙にも大々的に報道！

一般誌から業界誌まで全国区でワイヤレスジャパンを報道！

IT関連メディアから一般サイトまで幅広くワイヤレスジャパンを報道！
過去最高の報道実績数を記録！

来場者プロモーション計画　～出展効果UPに向けた取組み～

出展効果

2009年報道実績

ワイヤレス/モバイル業界のメディアパートナーとの連携を強化し、事前告知、特設サイトに
おけるワイヤレスジャパン開催を業界関係者に発信！

会期2ヶ月前より、プレスリリースをメディアに配信。会期中のテレビ・新聞等への
取材誘致を仕掛け、メディア掲載数、放映番組数の増加を目指します！

出展企業が求める業界団体との協力関係を築き、招待券配布、段階機関紙への告知掲載など、
来場者誘致に向けた、タイアップを強化！

会期2ヶ月前から10万件の来場者データベースを元に展示会最新情報や
出展企業情報を定期的にメール配信。

オフィシャルガイドブックでは出展社情報、製品情報を紹介。
オフィシャルサイトではより詳細な情報をリアルタイムに随時更新！

開催前に目標としていた名刺
獲得数が会期2日目でクリア
できました。ワイヤレスジャ
パンを期に幾つかの商談が進
んでいます。

来場者のブース滞留時間が長
く、技術的な問合せも多く受
けました。今後の技術提携の
商談を進めるいい機会とな
り、充実した3日間でした。

予想以上の来場者にブースへ
ご来場頂きました。その多く
が弊社のサービスをご存知な
かったので、新規顧客開発に有
益な出展結果となりました。

多数の来場者にスポンサーシップセ
ミナーを聴講いただき、さらにセミ
ナー終了後にはブースへもお立ち寄
り頂けたので、非常に効果的に製品
の紹介をすることができました。

新聞

雑誌

Web

＜出展社のコメント＞
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タイプ エントランス誘導看板 フロアマップ 展示会場総合受付看板 来場者バッジ

料金 ￥84,000（税込） ￥157,000（税込） ￥525,000（税込） ￥525,000（税込）
広告スペース（cm） W90×H50 W30×H15 W118×H95 W9×H3

特徴

東京ビッグサイトの正面玄関から展示会
場までの間に設置される看板です。展示
会場まで導く看板は来場者の目に確実に
留まります。

展示会場出入口に設置される会場図面に
入るスポンサー広告。多くの来場者が立
ち寄る小間図面前で、貴社名が目に飛び込
み。強い印象印象を残します。

全ての来場者がここに並びます。まさに
展示会の冠スポンサーです。

全来場者の胸元に付けられ、“動く広告塔”
として会場の隅々までPRが行き渡りま
す。

イメージ

タイプ 展示会場入口
エスカレーター正面看板 展示会場出入口バナー 場内天井吊りバナー ガレリア1F柱巻きバナー（1本）

料金 ￥945,000（税込） ￥945,000（税込） ￥1,470,000（税込） ￥367,500（税込）
広告スペース（cm） W400×H300 W600×H350 W430×H300 W330×H80

特徴
展示会場に向かうエスカレーター正面に
設置します。全来場者の視覚に飛び込み、
効果絶大。

展示会場出入口に設置します。来場者の
目に飛び込む巨大広告のインパクトは計
り知れません。

展示会場内の天井から吊り下げ。会場の
どこからでも目に付き、ブースへの誘導効
果を高めます。

東1・2ホールにある柱を利用した広告ス
ペース。出入口付近に設置されるので、数
多くの来場者の目に飛び込みます。

イメージ

展示会の出展料金プランです。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。

出展準備が軽減できるコストパフォーマンスの良いパッケージプランです。

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・ブース料金 ［スペース料金＋ブース装飾のお得なセット］

展示会場スポンサーシップ料金 （出展企業様限定）

展示会出展料金

スペース料金 ［3小間以上の場合］ スペース料金 ［1、2小間の場合］ 基本パッケージブース料金

￥425,250（税込）／小間（3m×3m） ￥456,750（税込）／小間（3m×3m） ￥576,450（税込）／小間（3m×3m）

出展料金

2小間モデル 4小間モデル ベンチャー向け特別パック

￥1,281,000（税込） ￥2,488,500（税込） ￥105,000（税込）
小間（2m×1.5m）

ブース仕様

備考 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。

設立3年以内／資本金一千万円以下でワイヤレス
（モバイル）関連技術／製品を持っている企業

基本パッケージブースに含まれるもの

セミ・デザインド・ブース料金に含まれるもの ベンチャー企業向け特別パック出展規定

スペース料金 ￥913,500 スペース料金 ￥1,701,000ブース造作費 ￥367,500 ブース造作費 ￥787,500

W3000
D3000

D2700

受付台 W900×D450×H930

社名板 W1800×H300

H2700

W2000
D1500

社名板 W1800×H300

コンセント（2口）
カーペット

展示台×2台（引戸付）
W990×D495×H900

限定
2社
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会場で配布するオフィシャルガイドブックへの広告掲載をご用意しております。展示会開催前後、会期中における製品プロモーションの
ツールとしてご利用いただけます。

公式サイト（www.wjexpo.com）のトップページに、来場事前登録が
始まる5月ごろから掲載します。

全来場者（発行部数約4万部）に配布します。純広告に加えて、ユーザー
導入事例、ビジネス戦略、プロダクト最前線、対談／パートナーシップ、
誌上セミナーなどの記事広告も用意しています。

▼純広告料金表

▼広告出稿スケジュール

▼Webバナー広告掲載料金

申し込み締め切り 広告データ入稿日
純広告 2010年6月4日（金） 2010年6月18日（金）
記事広告 ご相談ください ご相談ください

スペース サイズ（ｍｍ） 掲載料金（税込）
表2／表3 天地280×左右210 ￥735,000

表2対向／表3 天地280×左右210 ￥525,000
4色１項 天地280×左右210 ￥367,500

サイズ（ピクセル） 掲載料金（税込）
天地60×左右150 ￥105,000

オフィシャルガイドブック広告

1セッションあたり50万円から開催可能です。
活用シーンに合わせて、3つのプランをご用意しております。各テーマに即した技術・サービスを深く解説できるプランA。テーマは自由で
半日貸切のプライベートセミナーを実現するプランB。手軽に製品解説が可能なワークショップ。展示ブースでの製品プロモーションに
加えて、詳細な製品紹介ができるセミナー講演もどうぞご利用ください。

プラン スポンサーシッププランA
［単セッション講演］

スポンサーシッププランB
［プライベートセミナー開催］ ワークショッププラン

料金（出展社） ￥525,000（税込） ￥1,575,000（税込） ￥168,000（税込）
料金（非出展社） ￥1,050,000（税込） ￥3,150,000（税込） ――――――――
講演時間 50分間 50分間×3枠 40分間
席数 120～150席 120～150席 60席

講演会場 会議棟 会議棟 展示場または会議棟
受講方法 Webでの事前申込、および当日受付 当日受付のみ

受講者データ 事前登録者及び当日受講者の個人情報をデータ形式にして講演企業様に提供　
ワークショップに比べて入手できる受講者データの数が大きく増えます 当日の受講者名刺を講演企業様に提供

講演テーマ

下記コースに沿ったタイトルを設定
●「次世代ワイヤレス&モバイル技術」
●「モバイルビジネスソリューション」
●その他

自由 自由

広報 DM、Web、メール配信、ガイドブックに掲載し、集客を図ります

備考 司会者、テキスト、講演機材一式をご用意 司会者、テキストなし、スクリーンのみご用意
※同時通訳機材・通訳者は含まれておりませんので、別途ご相談ください

Webバナー広告

各種広告料金

ワイヤレスジャパン「セミナーイベントセット」

スポンサーシップセミナー／ワークショップ料金

会場費、会場装飾・備品、運営・進行費、テキ
スト制作費、専用Webサイト制作・運営費、
プロモーション費（Web、メール配信、DM、
ガイドブック等）、事前登録・当日出席者
データベース集計費が全て入ったオールイ
ンパッケージでご提供します。
※ワークショップは、テキスト制作、事前登録はござ
いません。
※詳しい料金体系は、下記料金表をご参照下さい。

コストパフォーマンスメリット1
煩雑な準備作業を、コンファ
レンス事務局が代行。必要
な情報をいただくだけで、本
番までの御社の手間を軽減
します。

準備作業の軽減メリット2

＜ワイヤレスジャパンによる主な宣伝・集客活動＞
●ワイヤレスジャパンWebサイト
●メール配信による告知（約10万件）
●各種メディアとのタイアップによる事前告知

ワイヤレスとモバイルに特化したワイヤレスジャパンならではの
スケールメリットを活かした、質の高い来場者に対して直接訴求
することができます。
※3セッションお申込の場合、プライベートコンファレンスとして、独自のコー
スタイトルを設定することが可能です。（詳しくは下記料金表をご参照下さい。）

スケールメリットを活かした集客メリット3

本番までのフロー セミナーイベント主催者様の作業 ワイヤレスジャパンの作業

出席者データ

作業が大幅に簡略化

テキスト作成プレゼン
データ
収集

ノベルティ、
カタログなど
配布物の制作

アンケート

講師アテンド

会場手配

WEB運営

講師手配

イベント
会場手配

メール配信など集客作業

講師謝礼など
後処理

7
月
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J
開
催

当
日
の
運
営
一
式
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ト
全
体
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決
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資料オーダーフォーム

ご希望の項目に□（チェック入り）を入れてください。
□最新の小間図面が欲しい（出展したい／出展を検討したい）　□コンファレンス／ワークショップに参加したい

●展示会に関するお問い合わせ 

日本イージェイケイ（株）
〒105-0011　東京都港区芝公園1-2-6　ランドマーク芝公園7F 

TEL：03-6459-0444　FAX：03-6459-0445　E-mail：wj-info@ejkjapan.co.jp

●コンファレンスに関するお問い合わせ 

（株）リックテレコム　コンベンション企画部
〒113-0034　東京都文京区湯島3-7-7

TEL：03-3834-8134　FAX：03-3834-8009　E-mail：wjc@ric.co.jp

●（株）アイ・エス・ビー
●アイエニウェア・ソリューションズ（株）
●IMIジャパン（株）
●（株）アイザック
●（株）アイティエス21企画
●ITEMパブリケーションズ
●アイ・ビー・エス・ジャパン（株）
●アルバリオン（株）／（株）理経
●アンドリュー・ジャパン（株）
●E2パブリッシング（株）
●イクシア（株）／
　キャタプルトコミュニケーションズ（株）
●いけりり★ネットワークサービス
●（株）インコム
●（株）インターエナジー
●インターニックス（株）／Altair Semiconductor／
　AXIS Network Technology／Celeno／
　DesignArt Network／RF Micro Device
●ヴイエムウェア（株）
●（株）ウィルコム
●（株）WINGS
●（株）エーアイコーポレーション
●（株）エイビット
●SEP Co., Ltd.
●（株）NTTドコモ
●（株）NTTPCコミュニケーションズ
●エポック・マイクロエレクトロニクス
●MCCI Corp.
●（株）オーエステクノロジー
●（株）沖ネットワークエルエスアイ
●兼松コミュニケーションズ（株）
●Gamma Nu, Inc.
●（株）北村製作所
●（株）教育家庭新聞社
●京セラ（株）
●クアルコム
●芸者東京エンターテインメント（株）
●KT Corp.
●KDDI（株）
●京浜急行電鉄（株）
●（株）弘栄
●（株）構造計画研究所
●（株）コムワース
●（株）ザクタテクノロジーコーポレーション
●（株）Jストリーム
●ZigBee Alliance/ZigBee SIG ジャパン
　アドソル日進（株）

　Atmel Corp.
　（株）アルファシステムズ
　NECエンジニアリング（株）
　Ember Corp.
　グリーンピーク・テクノロジーズ
　ディジ インターナショナル（株）
　NETVOX TECHNOLOGY Co., Ltd.
　フリースケール·セミコンダクタ·ジャパン（株）
　RadioPulse Inc.
　（株）エム・ツウ・エムジャパン
●次世代電池が拓く未来展
●シャープ（株）
●Zhuhai Hansen Technology Co., Ltd.
●（株）新日本電波吸収体
●（株）シンメトリック
●スターネット（株）
●Spectec Computer Co., Ltd.
●Sequans Communications
●ZTE Corp.
●CETECOMジャパン（株）
●（株）Xenomedia blend
●Sonus Networks
●ソニーブロードバンドソリューション（株）
●ソフトバンク クリエイティブ（株）
●（株）ソリトンシステムズ
●（株）通信興業新聞社
●ディジ インターナショナル（株）
●（株）デコメディア
●DAEJEON TECHNOPARK 
　ANT21 Co., Ltd.
　Bluewavetel Co., Ltd. 
　Korea RF Industry Research Association
　Menix Co., Ltd.
　Newgrid Technology
　Norsat Korea Ltd.
　Sebine Technology, Inc.
●鉄道情報システム（株）
●テュフ ラインランド ジャパン（株）
●（株）テラ
●電気通信大学 　
　先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター
●（株）電経新聞社
●（株）電子情報通信学会
●（株）電波タイムス社
●東海ビジョン（株）
●東京IT新聞／（株）Impress Touch
●東京計器（株）

●東京工業大学　統合研究院医療情報プロジェクト
●東京大学先端科学技術研究センター　森川研究室
●（株）トゥモロー・ネット／プリズムネットワークス（株）
●（株）東陽テクニカ
●トッパン・フォームズ（株）
●トレンドマイクロ（株）
●（株）ナビタイムジャパン
●日経BP社
●日本Androidの会
　（株）キーテル
　サン電子（株）
　（有）シーリス
　（株）Para.TV
　（株）ブリリアントサービス
　（株）ユビラボ
●日本電業工作（株）
●ノイアンドコンピューティング（株）
●ノキア シーメンス ネットワークス（株）
●Nordic Semiconductor ASA
●（株）Para.TV
●Parrot SA
●（株）日立国際電気
●（株）BCN
●華為技術日本（株）
●双葉電子工業（株）
●古野電気（株）
●（株）ブロードリーフ
●マイクロ・メディカル・デバイス（株）
●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
●一般社団法人 モバイル・コンテンツ・フォーラム／
　（株）シーエー・モバイル／（株）テンダ
●モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
●（株）モバイルテクノ
●モバイル マーケティング ソリューション協議会 
●UQコミュニケーションズ（株）
●ユビキタス遠隔医療・健康創造スクウェア
●横須賀市
●リード・ビジネス・インフォメーション（株）
●（株）リックテレコム
●YRP研究開発推進協会
●（株）ワイヤ・アンド・ワイヤレス
●ワイヤレス テクノロジー（株）／
　（株）ブルーネクストジャパン

▶FAX:03-6459-0445 ［日本イージェイケイ（株）］

出展企業限定 □ガイドブックへ広告を掲載したい　□Webサイトにバナー広告を掲載したい　□展示場バナーに協賛したい

予約小間数：　　　　小間 出展予定
製品ジャンル：

□通信サービス　　□端末［組込み技術］　　□端末［端末機器］　　□法人モバイルソリューション
□ネットワーク　　□モバイルコンテンツ関連　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地 〒

会社名 所属／役職

氏　名 E-mail

T E L FA X

お問い合わせ先

■（株）リックテレコム：
　出版とイベントのメディアミックスでテレコム／IT事業に貢献する情報企業です。

■日本イージェイケイ（株）：
新市場発掘にチャレンジするトレード・イベント・オーガナイザーです。

2009年 出展社一覧
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