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出展のご案内
ワイヤレスジャパン2008
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電話、放送の枠を越えて、バンキング、クレジット、

ペイメント、ITS、ホーム・セキュリティ、災害対策、

行政サービス、ゲーム、販促など、ありとあらゆる

　　　 分野にひろがるワイヤレス・ネットワークは、社会基盤の中枢を担い、

技術革新の多くもこの分野から生まれています。まさに「ワイヤレス・イノベーション」とも呼べる様相を呈しています。

ワイヤレスジャパン2008は、ワイヤレス・イノベーションの根幹となる最新の標準化動向はもとより、

デバイス・ソフトウェア部品といったワイヤレス・ネットワークの大容量・高速化を支える

基盤技術をしっかり押さえ、その上で花開く旬のアプリケーションを細大漏らさず

キャッチアップしてまいります。貴社のワイヤレス・イノベーションを

発表するための舞台をワイヤレスジャパン2008が整えています。

ワイヤレスジャパンは、ワイヤレス＆モバイルビジネスを
「Ｒ＆Ｄとエンジニアリング」、「セールス＆マーケティング」の
2軸で捉え、その進化と変化をプロの目線で発信し続けます。

2008年 フォーカスポイント

コンテンツ特区の設置

2007年、ワイヤレスジャパンの併設イベントとして開催したモバイルマーケティングの専門展「w/Mobile2007」と
「コンテンツ配信＆開発技術展2007」を「コンテンツ特区」としてワイヤレスジャパンの中に設置。前年の2つの展示
会に来場いただいた「法人ユーザー」のカテゴリーに分類される顧客のリピート率を高めるとともに、特区ならではの自
由度を前面に出した企画で、さらなる増員を図ります。
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2000万法人ユーザー開拓に挑む

2008年は2000万人とも言われる潜在的法人市場の開拓が本格化します。ワイヤレスジャパン2008では法人市場
開拓にフォーカスします。中堅・中小企業に影響力を持ち情報通信システムのアドバイザーとして活動するＩＴコーディ
ネータの来場を喚起します。また、企業のコスト削減、生産性向上、顧客開拓につながる多彩なモバイル・ソリューション
を事例中心に紹介します。「ケータイを活用したSaaＳ」など先進のモバイルコンピューティングにスポットを当て、ワイ
ヤレスジャパンならではの法人モバイルの新局面を独自に創出します。

自動車、医療、ゲーム業界への本格アプローチ

ワイヤレスジャパン2007では車載ナビゲーションシステム関連会社、ゲーム開発会社をはじめワイヤレス業界以外の
技術者の来場が目立ちました。こうした傾向を受けてワイヤレスジャパン2008では、自動車、医療、ゲームの3業界を
中心に、ワイヤレス応用技術の最新動向を取り上げ、より広範囲な技術者誘致に取り組みます。

ワイヤレス・テクノロジーの最先端を発信

4Ｇ周波数帯の決定、規格標準化の動きが始まりました。4Gに向けたロードマップのなかで、ＷｉＭＡＸや次世代ＰＨＳ、
ＬＴＥ、ＵＭＢといったモバイル・ブロードバンドを支える技術がしのぎをけずることになります。また、アプリケーションの
実装が進むZigBeeをはじめ、Bluetooth、UWB等の近距離無線通信技術の進展からも目がはなせません。ワイヤレ
スジャパン2008では、事業者、標準化団体、ベンダの技術幹部を招聘することで、これらの最先端技術を点情報では
なく面情報として体系的に発信いたします。
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モバイル／ワイヤレス業界への徹底した広報活動

2008年 来場者プロモーション計画

ワイヤレスジャパンのメディア・パートナー※１として新聞社、出版社、インターネット情報会社などとの関係を一層強化し、
新聞、雑誌、Ｗｅｂ、メールなど多様なルートで日本の移動通信業界のキーパーソンへの告知をさらに徹底します。

テレビ・新聞など一般マスコミの取材誘致の推進
モバイル／ワイヤレス分野への社会の関心が高まるなかで、一般マスコミの取材が増えています※２。
事前のプレスリリース、会期中の取材誘致、事後のフォロー企画と、多面的にテレビ・新聞・雑誌への告知を強めます。

ビジネスで利用する人に向けた広告・宣伝活動の強化
他業界においてもモバイル／ワイヤレスのビジネス利用に強い関心を持つ人々が増えているなかで、来場者層をさらに
拡大するためにも、広告・宣伝を強化していきます。経済／ビジネス情報誌や交通広告などのメディア活用も計画しています。

後援・協賛団体とのタイアップを強める

過去の来場者データベースをもとに、会期２ヶ月前から、来場ターゲット層に
展示会情報や出展企業情報を定期的にメール配信します。

モバイル／ワイヤレスの業界団体はもちろん、固定系も含めた通信関連団体、ユーザー協会などの団体、他産業における
各種組織との協力を確立し、招待券配布、各団体機関紙への告知掲載など、来場誘致活動に向けたタイアップを強化します。

※１  2007年メディア・パートナーの一覧（6頁に掲載） 　※２  ワイヤレスジャパン２００７の報道実績一覧（5・6頁に掲載）

出展対象キーワード

製品・サービスを探しに
技術の勉強に　　パートナーの開拓に
課題の相談に　　トレンドの把握に

来 場 者

技術、製品、サービスが集結する3日間

ホームページ、オフィシャルガイドブックで、出展企業情報、製品情報を詳細に紹介します。

端末機器

3.5G携帯電話・PHS
4Gコンセプトモデル
スマートフォン
モバイル情報端末
ネットワークAV機器
FMC端末

組込み技術

ワイヤレス＆モバイル
情報端末向けのOS

チップ　　モジュール
LSI　　　ソフトウェア開発
支援ツール
各種開発環境

4G／IMT-Advanced
IEEE802.11n
Wi-Fi　　　 IEEE802.16
WiMAX　　IEEE802.20
ZigBee　　UWB
各種IEEE802ワイヤレス規格

法人モバイル
ソリューション

NGN
次世代OSS・BSS
移動体・無線通信キャリア
ネットワークの開発支援
ソリューション、
開発支援機器

モバイルコンテンツ

コンテンツ開発・制作　　動画、コマース
CRM　　検索連動型広告　　ケータイゲーム
SEM・SEO　　ワンセグ　　GPS
コンテンツ配信エンジン　　アフィリエイト
アクセス分析　　画像変換
モバイルマーケティング　　ゲートウェイなど

モバイルソリューション
モバイルワーカー
モバイルオフィス
営業支援　　M2M
遠隔監視　　コスト削減

4G／IEEE802
ワイヤレス

キャリア向けインフラ
構築ソリューション

出展効果

●展示会の満足度 ●満足した理由

満 足
予想以上の
集客ができた

新製品の
発表ができた

アライアンス／パ－トナーの開拓ができた

不 満

ほぼ満足 新規顧客開拓ができた商品の販売促進ができた

自社のイメージ
向上ができた

既存顧客への
情報提供ができた

普 通

少し不満
来場者の質が良い

市場マーケティングができた

その他
メディア露出ができた
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7割以上の出展社が満足と回答
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モバイル／ワイヤレス業界の最先端の技術動向、ビジネス動向をキーパーソンが多面的に解き明かします。

コンファレンステーマ

モバイル／ワイヤレスの市場をリードする主要ベンダーが、技術やビジ
ネス情報を紹介します。ネットワークサービスを支える基盤システムか
ら通信機器開発まで、インフラ、デバイス、端末ベンダーのキーマンが、
技術戦略とビジネス戦略にフォーカスします。

ＷｉＭＡＸの導入を契機に４G／IMT-Advancedに向けて、次世代ＰＨ
Ｓ、ＬＴＥ、ＵＭＢなどとの技術・サービス競争が本番を迎えます。
IEEE802標準化動向、４Gの規格標準化動向を展望しつつ、モバイル・
ブロードバンドを支える技術の解説を行います。

ワイヤレスブロードバンド時代の近距離通信を支えるZigBee、
BluetoothそしてUWBなどのPAN技術。融合と選択に向かうこれら
近距離無線通信技術の規格標準化動向や対応製品の最新開発状況を
国内外の技術キーマンが詳細に解説します。

モバイル／ワイヤレス市場の隠れた巨大マーケットが組込み系の分野。
車々間通信、カーナビとGPS、ゲームの画像処理、医療分野等、ICT産
業以外の異業種分野においても次々と領域を広げつつあります。ワイ
ヤレス系組込み技術の開発最前線に迫ります。

携帯電話・PHSを活用した法人向けモバイル／ワイヤレスソリューショ
ンが急速に企業に普及しつつあります。スマートフォンと無線LANとア
プリケーションが鍵を握ると言われています。大企業から中堅・中小企業
までのユーザーの活用事例をタイプ別システム別に解説します。

高速ブロードバンド化が進むなか、モバイルコンテンツ市場にも大きな
変化が訪れています。動画投稿、ケータイ小説／コミックなどに見られ
る市場トレンドは通信事業者のビジネス構想にも新しいページを加えて
います。多岐にわたるモバイルコンテンツを紹介します。

モバイルがもたらすマーケティングの進化は生活とビジネス、そして社
会を一変させています。モバイル2.0、次世代マーケティングの波のな
かで、モバイルマーケティング市場の第一線で活躍中のキーパーソンが
最前線の市場動向を解説します。

展示台×2台（引戸付）
 W990×D495×H900

コンファレンス開催実績 ZigBee／Bluetooth
フォーラムを開催

NTTドコモ
代表取締役社長
中村　維夫 氏

ウィルコム
代表取締役社長
喜久川　政樹 氏

シャープ
代表取締役副社長
商品事業担当 兼
情報通信事業統轄
松本　雅史 氏

総務省
総合通信基盤局長
寺﨑　明 氏

KDDI
代表取締役社長 兼
会長
小野寺　正 氏

イー・モバイル
取締役副会長
種野　晴夫 氏

ソニー・エリクソン・
モバイル
コミュニケーションズ
代表取締役社長
久保田　幸雄 氏

Alvarion
戦略担当副社長
WiMAXフォーラム
マーケティング担当 副社長
マーケティングWG
（ワーキンググループ）委員長
モハンマド・シャクリ 氏

ソフトバンクモバイル
取締役副社長
松本　徹三 氏

アッカ・ネットワークス
最高経営責任者（CEO）
木村　正治 氏

テキサス・インスツルメンツ
ワイヤレス・ターミナルズ
製品事業部
チーフ・テクノロジー・オフィサー
ビル・クレニック 氏

ZigBee Alliance
マーケティング副社長
ブレント・ホッジス 氏

近距離無線規格について、標準化団体とコラ
ボレーション。最新の技術からアプリケーショ
ンまでを詳細に解説しました。

SPONSOR
LOGO

総務省　総合通信基盤局長
寺﨑　明 氏

IEEE802標準化動向と4Gへの技術ロードマップ

日本のモバイル／ワイヤレス業界をリードする携帯電話事業者、PHS
事業者、そして新たに次世代高速無線通信免許を取得する事業者が、事
業戦略、サービス戦略を紹介します。話題となっている、技術・サービス・
ソリューションにスポットを当てます。

通信キャリアのビジネス戦略 通信ベンダーの技術戦略

ZigBee、Bluetooth&UWB／近距離無線通信

ワイヤレス系組込み開発技術 法人向けモバイル／ワイヤレスソリューション

モバイルコンテンツのビジネス構想 モバイルマーケティングの新局面
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展示スペース／壁面パネル（白）／カーペット／和英社名版／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ケ／屑籠／毎日の小間内清掃

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。

●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）

基本パッケージブース料金に含まれるもの

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

タイプ

料  金

広告スペース（cm）

特  徴

イメージ

タイプ

料  金

広告スペース（cm）

特  徴

イメージ

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 ベンチャー企業向け特別パック出展規定

展示スペース／展示台／受付カウンター／カウンターチェア／壁面パネル／床パンチカーペット／上部社名看板 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※電気器具、工事費は別途 ※上記は一例です。デザインや色の変更が可能です（料金は変更になります）。

2小間モデル
￥1,281,000（税込）

スペース料金 ¥913,500　　 　 ブース造作費 ¥367,500

4小間モデル
￥2,486,000（税込）

スペース料金 ¥1,701,000　　 　ブース造作費 ¥785,000

ベンチャー企業向け特別パック

￥105,000（税込）
小間（2m×1.5m）

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

フロアマップ 展示会場総合受付看板 来場者バッチレジストレーションバック

￥945,000（税込） ￥945,000（税込） ￥1,470,000（税込） ￥367,500（税込）

￥157,500（税込） ￥525,000（税込） ￥525,000（税込）￥1,627,500（税込）

W400 × H300 W600 × H350 W430 × H300 W330 × H80

W22 × H12.5 W30 × H15 W118 × H95 W9 × H3

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む
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
効率を高めます。

東1・2ホールにある柱を利用した広告ス
ペース。出入り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。

展示会場出入り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、貴社名が飛び込
み、強い印象を残します。

受付にて配布し、来場者がガイドブックや企業パンフを
入れて持ち歩くのに重宝されます。展示会場だけに留ま
らず、来場者の帰路まで広告の幅を広げられます。貴社
のチラシ（A４サイズ・カラー）も同封させて頂きます。

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、会場隅々までPRが行き渡り
ます。

※写真の一部は2007年の実績を使用したイメージです。

限定1社 限定2社 限定4社 限定4社

限定2社 限定4社 限定2社

SPONSOR
LOGO

A4チラシ

限定4社

W2000

H2700

蛍光灯 社名板 W1800×H300

D1500

展示台×2台（引戸付）展示台×2台（引戸付）
 W990×D495×H900 W990×D495×H900
展示台×2台（引戸付）
 W990×D495×H900

コンセント（2口）
カーペット

展示会場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を造作
するスペース料金、製品やパネル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。

展示会出展料金

W3000

社名板 W1800×H300

D3000

受付台 W900×D450×H930
H2700

SPONSORSPONSOR
LOGOLOGO

SPONSOR
LOGO
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報道実績

●スポンサーシップセミナー／ワークショップ料金

●オフィシャルガイドブック広告

●Webバナー広告

純広告

記事広告

申し込み締め切り

2008年6月13日（金）

ご相談ください

広告データ入稿日

2008年6月27日（金）

ご相談ください

スペース
表2／表4
表2対向／表3
4色1頁

サイズ（mm）
天地280 × 左右210
天地280 × 左右210
天地280 × 左右210

掲載料金（税込）
￥735,000
￥525,000
￥367,500

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。

プラン

講演時間

料金（出展社）

料金（非出展社）

受講者データ

講演テーマ

席　数

講演会場

［単セッション講演］
スポンサーシッププラン A

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

￥525,000（税込）

￥1,050,000（税込）

￥1,575,000（税込） ￥168,000（税込）

￥3,150,000（税込） ─────────────

50分間

140席（スクール形式）

会議棟

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

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

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

50分間×3枠

140席（スクール形式）

会議棟

40分間

60席（スクール形式）

展示場または会議棟

受講方法

自　　由自　　由

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月ごろから掲載いたします。

Webバナー広告掲載料金（税込）

￥105,000 ※Webバナー広告サイズは、
　150×60ピクセルになります。

純広告料金表 広告出稿スケジュール

広告スペース

雑　誌テレビ
日経ＢＰ社（日経コミュニケーション／日経　　
ク／日経パソコン）、アスキー（月刊アスキ　　　
ジネス・インフォメーション（EDN Japan）、　　
会（エレクトロニクス実装技術／メカトロニ　　
会議）、プレスジャーナル（Semiconductor　　
レス）、中日新聞東京本社（東京新聞）、苫小　 　
社（山陽新聞）、トレンドアクセス（東京ＩＴ新　　　
波新聞）、通信興業新聞社（通信興業新聞）、　　
日新聞）、株式新聞社（株式新聞）、情報産業　 　
聞）、日本電気協会新聞部編集局（電気新聞）　　

television magazine

局　名 番組名 放送日 放送時間 露出時間

9%

16%

7%

33%

35%

17%
6%8%

19%

18%

11%
21%

7%
12%

17%15%

19%8%

11%
1%5%

3%2%

17%

17%

8%
7%

7%

9%

9%

6%

2%

2%

2% 1%

1% 1%
2%
4%3%

各種広告料金

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。

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。

コンファレンス
スポンサーシップ料金

当日受付のみWebでの事前申込、および当日受付

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

※同時通訳機材・通訳者は含まれておりませんで、別途ご相談ください

日本テレビ ズームイン！！ＳＵＰＥＲ 2007.7.25 05：20～08：00 7分10秒

テレビ東京 ワールドビジネスサテライト 2007.7.18 23：00～23：58 1分43秒

テレビ東京 Ｎｅｗｓ モーニングサテライト 2007.7.19 05：45～06：40 50秒

ＴＢＳ ニュースバード（CS） 2007.7.18 18：45～19：00 1分
BS朝日
日経CNBC
サンテレビ

賢者の選択
2007.7.28／2007.8.2
2007.7.29／2007.8.4 
2007.7.30

10：00～10：55／23：00～23：55
12：00～12：55／16：00～16：55
22：00～22：55

4分
4分
4分

NHK WORLD（国際放送) Japan Biz Cast 2007.8.27～9.1 22：15～22：45 12分30秒

NHK WORLD
（地上波デジタル放送・教育マルチ編成3） Japan Biz Cast 2007.9.3 22：15～22：45 12分30秒

サービスから通信技術まで、幅広い内容の最新トピックスが報道されました。

10,536 12,696
16,806

22,559
26,073

33,200 32,836 34,126 33,844

5.595

36,851 36,292
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デジタルメディア
アイティメディア（+D Mobile／ITmedia News／ITmediaエンタープライズ）、アスキー(ASCII.Jp）、日経BP社
（BPnet EVENTS／BPnet イベントメール／Tech-On！／日経NETWORK倶楽部メール／IT Pro／nikkei 
Bpnet／DIGITAL ARINA）、インプレス（BroadBand Watch／Internet Watch／ケータイWatch）、アイ・アー
ル・アイ コマースアンドテクノロジー（RBBTODAY）、産経新聞社（Sankeiweb）、ヤフージャパン（Yahoo！ニュー
ス）、毎日コミュニケーションズ（マイコミジャーナル）、他 

　ＳＹＳＴＥＭ／日経エレクトロニクス／日経ソリューションビジネス／日経ネットワー
ー／週刊アスキー／ネットワークマガジン）、CQ出版（インターフェース）、リード・ビ
　リクルート（Ｒ25）、ワイズノット（NEXTWISE）、工業通信（ＯＰＴＣＯＭ）、技術調査
　クス）、工業調査会（Ｍ＆Ｅ）、オートメレビュー社（オートメレビュー）、宣伝会議（販促
　FPD World）、毎日新聞社（毎日新聞）、産経新聞社（産経新聞／サンケイエクスプ
牧民報社（苫小牧民報）、釧路新聞社（釧路新聞）、函館新聞社（函館新聞）、山陽新聞
聞）、日刊工業新聞社（日刊工業新聞／フジサンケイビジネスアイ）、電波新聞社（電
　電波タイムス社（電波タイムズ）、映像新聞社（映像新聞）、交通毎日新聞社（交通毎
新聞社（日本情報産業新聞）、情通新聞社（情通新聞）、日本証券新聞社（日本証券新
、ヘッドライン（TOKYO HEADLINE）、無線産業新聞社（家電流通新聞）、他

digital media

メディア・パートナー
アイティメディア（株）／（株）インプレスR&D／（株）アスキ－／日経BP社／（株）アイ・アール・アイ コマースアンドテ
クノロジー／Daily Wireless／モビキョー（株）／E2パブリッシング（株）／リード・ビジネス・インフォメーション（株）／
WiMAX総合研究所／Japan Corporate News Network (JCN) K.K／（株）ダイヤモンド・フリードマン社／ （株）
映像新聞社／インコム／（株）電波タイムス社／（株）通信興業新聞社／（株）BCN

media partner

来場者数［3日間合計］ 36,292人（昨年33,844名）

経営者・役員クラス

部長・次長クラス

課長･主任クラス

一般職

その他

99%9%

16%

7%

16%

7%

33%

35%

33%

35%

17%
6%8%

19%

18%

11%
21%

17%
6%8%

19%

18%

11%
21%

50人以下

51～99人

500～999人

5,000
～9,999人

10,000人以上

100～499人1,000
～4,999人

経営

商品・サービス企画／
開発

営業／渉外／
カスタマサポート

製造
（電子部品／半導体等）

製造
（家電／精密機器等）

ソフト設計製造／
生産（SE／プログラマー等）

ハード設計製造／
生産

ソフトウェア開発／ベンダー

設計施工／工事

システムインテグレーター（SI）

研究／開発

情報システム管理／
運用

総務／人事／財務／
経理／購買

ポータルサイト／
Eコマース等の
情報サービス業

プレス／コンサルタント／他

その他コンサルティング／
シンクタンク／研究所／研究機関

メディア（出版／放送等）／
印刷／広告

7%
12%

17%15%

19%8%

7%
12%

11%11%

17%15%

19%

1%5%

3%2%

1%5%

8%
3%2%

17%

17%

8%
7%

7%

9%

9%

6%

17%

17%

8%
7%

7%

9%

9%

6%

2%

2%

2% 1%

1% 1%
2%
4%3%

2%

2%

2% 1%

1% 1%
2%
4%3%

あなたの役職は？Q1

あなたの勤務先の従業員数は？Q2

導入に向けて関心のある分野は？（複数回答可）Q5

あなたの職種は？Q3

あなたの業種は？Q4

●海外来場者 ： 537人
●出展企業／団体数 ： 178社（コンテンツ開発＆配信技術展2007・w/ Mobile2007含む）
●出展規模 ： 515小間（コンテンツ開発＆配信技術展2007・w/ Mobile2007含む）
●コンファレンス ： 25コース／128セッション

7月18日（水）曇り　  8,782名（昨年 ：   7,748名）
7月19日（木）曇り　14,016名（昨年 ： 11,963名）
7月20日（金）晴れ　13,494名（昨年 ： 14,133名）

●プレス来場者 ： 372人

日付別
来場者数

営業企画／販売促進
／マーケティング／
広報／宣伝

通信事業者／放送事業者／ISP

サービスプロバイダー
（CSP／ASP／
            　　SDP等）

製造
（IT／通信機器等）

製造
（自動車／機械等）

農林／水産／建設／
土木／不動産

食品／化学／小売／
卸／商社／運輸

金融／証券／保険

電気／ガス／水道

学校／病院／官公庁／
自治体／協会

コンテンツ開発＆配信技術展2007・w/ Mobile2007含む

2007年開催実績・
来場者データ

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000

無線LAN／MAN／WAN
　　　機器向け組込みデバイス

無線LAN／MAN／WAN
　　　機器向けソフトウェア／OS

エンターテイメント用アプリケーション／
コンテンツ

HSDPA／CDMA2000 1ｘ EV-DO
Rev.A／次世代PHS

Voice over Wireless IP／
ソフトウェア無線

携帯電話／PHSサービス 　　　　　　　　　　　　17,936

無線LAN／MAN／WAN関連サービス 　　　　　　　　　　　　 13,149

携帯電話／PHS端末 　　　　　　　　　　　 12,130 

無線LAN／MAN／WAN機器 　　　　　　　　　　　 12,105 

スマートフォン／PDA 　　　　　　　　　9,005 

IEEE802.16／WiMAX 　　　　　　　 7,893

ワンセグ放送 　　　　　　　6,714   

RFID／ICタグ／ICカード 　　　　　　　6,452

IEEE802.11／Wi-Fi 　　　　　　 6,028

携帯電話／PHS向け組込みデバイス 　　　　　　5,853

Bluetooth 　　　　　　5,840

 　　　　　　5,778

セキュリティ／認証システム 　　　　　　5,679

携帯電話／PHS向けソフトウェア／OS 　　　　　　5,608

IEEE802ワイヤレス技術 　　　　　　5,545

4G（IMT-Advanced） 　　　　　 5,413

 　　　　　4,552

企業ユーザー向けソリューション 　　　　　4,499

 　　　　　4,340

ZigBee 　　　　　4,302

UWB 　　　　　4,131

タブレットPC／ノートPC 　　　　 3,917

モバイルゲーム機 　　　　 3,815

NGN／IMS 　　　　3,754

 　　　　3,524

モバイル決済／課金システム 　　　　3,502

ビジネス用アプリケーション／コンテンツ 　　  　3,279

IEEE802.20／iBurst等 　　　 2,927

コンテンツ配信プラットフォーム 　　　 2,911

コンテンツ開発ツール／デザインツール 　　　 2,689

MVNO／MVNE 　　　2,670

 　　　 2,623

テスト／シミュレータ／測定器関連 　　　2,509

官公庁向け／教育・医療関連ソリューション 　　  2,027

テレマティクス／ITSソリューション 　　　1,945

その他 　326                    

40,000

30,000

20,000

10,000

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

10,53610,536 12,69612,696
16,80616,806

22,55922,559
26,07326,073

33,20033,200 32,83632,836 34,12634,126 33,84433,844

5.5955.595
10,536 12,696

16,806
22,559

26,073
33,200

36,85136,851 36,29236,29236,851
32,836 34,126 33,844

36,292

5.595

来場者推移
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資料オーダーフォーム

2007年出展企業一覧

お問合せ先

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。出版とイベントのメディアミックスでテレコム／IT業界に貢献する情報企業です。

●主催事務局 
　（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

●ご希望の項目に□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
　　　　　　　　 □ 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

□ 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

出展予定
製品ジャンル

所在地　〒

会社名 所属／役職

氏　名 E-mail

T E L F A X

予約小間数        　小間

＜ワイヤレスジャパン2007＞
●（株）アイ・アール・アイ コマースアンドテクノロジー 
●アイエニウェア・ソリューションズ（株）
● Icera Inc.
●（株）アイダックス／ナラテック
●アイピーネットフュージョン（株）
●アイ・ビー・エス・ジャパン（株）
●Actix Ltd.
●（株）アルチザネットワークス
●Alvarion Japan（株）
●Antenova Ltd.
● Andrew Corp.
● E2パブリッシング（株）
●イー・モバイル（株）
●（株）医療電子科学研究所
●（株）インコム
●（株）インターソリューションマーケティング
●（株）インターナショナル システム リサーチ
●（株）インデックス
●インフィニオンテクノロジーズジャパン（株）
●（株）インプレスR&D
●ウィザージャパン（株）
●（株）ウィルコム
●Airpoint co., Ltd.
●（株）映像新聞社
●HTC Nippon（株）
●（株）エイビット
●（株）エーアイコーポレーション
●Ekahau Inc.
● Extricom
●NEC
●NECエンジニアリング（株）
●（有）エヌ・オー・シー
●（株）NTTドコモ
●FAシステムエンジニアリング（株）

●沖電気工業（株）
●（株）北村製作所
●（株）キマンダジャパン
●QUALCOMM Inc.
●Global IP Solutions, Inc.
●クロスボー（株）
●KT
●KDDI（株）
●（株）光電製作所
●コーンズ ドッドウェル（株）
●コルブリス・ネットワークス・ジャパン（株）
●（株）コンテック
●C&S Technology Inc.
● CG-ARTS協会
●ZigBee Alliance／（有中）ZigBee SIGジャパン
　IMIジャパン（株）
　アドソル日進（株）
　アトメル ジャパン（株）
　NECエンジニアリング（株）
　エンバー社
　（株）オーエステクノロジー
　沖電気工業（株）
　ジェニック・リミテッド
　ディジ インターナショナル（株）
　テュフラインランド ジャパン（株）
　日本テキサス・インスツルメンツ（株）
　（株）日立製作所 ワイヤレスインフォ ベンチャーカンパニー／
　（株）日立製作所 システム開発研究所／
　（株）テクノロジー・アライアンス・グループ
　フリースケール・セミコンダクター・ジャパン（株）
　（株）ルネサステクノロジ
　レディオパルス社
●シャープ（株）
●（株）新日本電波吸収体
●（株）スカイリー・ネットワークス／

　Uniband Electronic Corporation （UBEC）
●進工業（株）
●スター・ゲームズ（株）
●Spansion Japan（株）
●Spectec Computer Co.,Ltd.
●（株）ゼロ・サム
●ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ（株）
●（株）ソフィアモバイル／
　ソフィア総合研究所（株）／
　（株）ソフィアシステムズ
●（株）ソリトンシステムズ
●（株）ダイヤモンド・フリードマン社
●タタ コンサルタンシー サービシズ ジャパン（株）
●TapRoot Systems, Inc.
●（株）通信興業新聞社
●TIVR Communications Pvt Ltd
●テケネットワークス（株）
●鉄道情報システム（株）
●（財）テレコムエンジンリングセンター
●（株）デンソー東京
●（株）電波タイムス社
●（株）東芝／東芝ソリューション（株）／
　東芝松下ディスプレイテクノロジー（株）
●（株）東陽テクニカ
●（株）トキメック
●トッパン・フォームズ（株）
●Trolltech
●長野日本無線（株）
●（株）ナビタイムジャパン
●日経BP社
●日本ソナス・ネットワークス（株）
●日本テキサス･インスツルメンツ（株）
●日本テクトロニクス（株）
●Nordic Semiconductor ASA/ガーミン
●BITEL CO., LTD.

●パナソニック モバイルコミュニケーションズ（株）
●浜松ホトニクス（株）
●（株）ビーエヌテクノロジー
●（株）BCN
●（株）日立プラントテクノロジー
●（有）ヒミコ・ソリューションズ
●Huawei Technologies Co.,Ltd.
●フォーカス エンハンスメンツ ジャパン（株）
●双葉電子工業（株）
●Broadcom Corp.
●（株）ブロードリーフ
●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
●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・テクニカ
●モビキョー（株）
●モリト（株）
●ユニアデックス（株）
●ユビテクノ（株）
●（株）ユビナビ
●横須賀市 産学官パビリオン
　（株）アイティエス21企画
　ウィアー・エンジニアリング（株）
　京浜急行電鉄（株）
　電気通信大学
　東京大学
　横須賀市
●（株）横山製作所
●（株）YOZAN
●（株）ライトウェル
●（株）リックテレコム
●リード・ビジネス・インフォメーション（株）
●菱電商事（株）／インテグレーションアソシエイツ
●林栄精器（株）／フーバー+スーナー

●RedDot Wireless Inc.／
　日商エレクトロニクス（株）／
　（株）トムキ／
　マイクロテック（株）
●レッドベンド・ソフトウェア・ジャパン（株）
●YRP研究開発推進協会
●ワイヤレステクノロジ－（株）／
　（株）ブルーネクストジャパン

＜コンテンツ開発＆配信技術展2007＞
●アイシロン・システムズ（株）／（株）テック・インデックス
●（株）エフ・イー・エス
●（株）エムティーアイ
●ジェイマジック（株）
●ジクー・データシステムズ（株）
●ノイアンドコンピューティング（株）
●ピーシーフェーズ（株）
●ブレイン（株）
●モバイル・コンテンツ・フォーラム
　（株）KSK
　（株）コネクトテクノロジーズ　
　富士フイルムイメージテック（株）
　（株）マーキュリー・エンタープライズ
　MapMotion（株）
●（株）モバイルワンテクノロジー／（株）アコースティック
●ユーリテクノス（株）
●（株）ヨコヤマコーポレーション
●（株）りーふねっと

＜w/ Mobile2007＞
●（株）アドウェイズ
●（株）ウェブテクノロジ
●（株）ディーツーコミュニケーションズ
●（株）Para.TV
●ビジョンワークス（株）

2007年来場企業リスト（一部抜粋）

通信事業者
通信事業者関連で700社弱にご来場頂きました。

放送事業者
東京キー局、地方局、CATV局、ラジオ局な
ど全国から多くの放送業界の方にご来場頂
きました。

インターネットサービスプロバイダー（ISP）
（株）秋田ケーブルテレビ／イッツ・コミュニケー
ションズ（株）／（株）インターネットイニシア
ティブ／（株）ツタヤオンライン／ニフティ（株）
／（株）ぷららネットワークス／ヤフー（株）

サービスプロバイダー（CSP／ASPなど）
インクリメントＰ（株）／エイベックス・マーケ
ティング（株）／芸者東京エンターテインメント
（株）／サイバートラスト（株）／ＧＭＯホスティ
ング＆セキュリティ（株）／セコムトラストシステ
ムズ（株）／トランスコスモス（株）／（財）日本気
象協会／ビクターエンタテインメント（株）／
フェリカネットワークス（株）／富士フイルム
（株）／（株）ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ
他、大手から中小企業まで400社

ソフトウェア開発／ベンダー
1200社以上にご来場頂きました。

システムインテグレーター（SI）
大手から中小まで600社以上にご来場頂きました。

コンテンツ制作／管理／配信
（株）インデックス／ウォルト・ディズニー・ジャパ
ン（株）／松竹（株）／全日空システム企画（株）
／第一生命情報システム（株）／（株）ツタヤオ
ンライン／（株）東京地図研究社／（株）バンダ
イナムコゲームス／（株）レスキューナウ

ポータルサイト／Ｅコマース
（株）ｉ．ＪＴＢ／松竹（株）／全日空システム企画
（株）／ソニースタイル・ジャパン（株）／ソフトバ
ンクＢＢ（株）／楽天ＫＣ（株）／エキサイト（株）
／（株）ぐるなび／（株）ツタヤオンライン／楽天
（株）／レーベルモバイル（株）

製造（IT／通信機器など）
大手から中小企業まで1000社以上にご来場
頂きました。

製造（電子部品／半導体など）
大手から中小企業まで650社以上にご来場頂
きました。

製造（家電／精密機器など）
家電／AV／ゲーム機器メーカーなど関連企業
700社以上にご来場頂きました。

製造（自動車／機械など）
アイシン精機（株）／曙ブレーキ工業（株）／ア
ルパイン（株）／石川島運搬機械（株）／いすゞ
自動車（株）／川崎重工業（株）／（株）現代自動
車日本技術研究所／（株）神戸製鋼所／コマツ
／ＪＦＥエンジニアリング（株）／日産ディーゼル
工業（株）／富士通テン（株）／（株）ブリヂストン
／本田技研工業（株）他、自動車メーカー、カ－
ナビネーカーなど300社にご来場頂きました。

建設／土木／不動産
ＪＦＥエレテック（株）／清水建設（株）／積水ハ
ウス（株）／大成建設（株）／太平洋セメント
（株）／高砂熱学工業（株）／日揮（株）／文化
シャッター（株）／北越融雪（株）／森ビル（株）
／（株）ららぽーと
他、300社以上にご来場頂きました。

食品／化学／薬品
アサヒビール（株）／味の素冷凍食品（株）／出
光興産（株）／花王（株）／協和発酵工業（株）／
（株）資生堂／（株）東ハト／日本コカ・コーラ
（株）／明治乳業（株）
他、大手から中小企業まで200社以上にご来
場頂きました。

金融／証券／保険
あいおい損害保険（株）／アリコジャパン／JP

モルガン証券（株）／シティバンク銀行（株）／ソ
ニー銀行（株）／野村證券（株）
他、銀行、証券、保険、投資会社200社以上

情報サービス業
ＮＥＣネッツエスアイ（株）／ジグノシステムジャ
パン（株）／東芝エレベータ（株）／（株）日刊ス
ポーツ新聞社／（財）日本気象協会／富士通
（株）他、大手から中小企業まで200社以上に
来場頂きました。

小売／卸／商社
（株）青山 三河屋／朝日新聞販売サービス（株）
／アスクル（株）／（株）内田洋行／近畿日本
ツーリスト（株）／（株）神戸らんぷ亭／（株）セブ
ン＆アイ・ホールディングス／（株）東急ハンズ／
（株）栃木屋／ニチレイ（株）／リコー販売（株）
他、小売、流通業界から850社にご来場頂
きました。

運輸／流通
国内航空会社／JR・大手私鉄各社／コマツ物
流（株）／東京納品代行（株）／日本郵政公社／
三井倉庫（株）／ヤマトロジスティクス（株）

病院／医療機関
（医）貞心会／東京大学医学部附属病院／医療
法人東京天使病院／バイエル薬品（株）／浜松

医科大学／横須賀市病院管理部

学校／教育機関
青山学院大学／大阪大学／金沢工業大学／九
州工業大学／慶應義塾大学／デジタルハリ
ウッド（株）／同志社大学／藤沢市立片瀬中学校

官公庁／自治体／協会／団体
宮内庁／品川区議会／東京消防庁／新潟県／
（社）日本農村情報システム協会／
フィンランド大使館／防衛省／香港経済貿易代
表部／文部科学省／陸上自衛隊他、県庁、省
庁、公的機関など200団体以上

電気／ガス／水道
全国の電力・ガス会社からSIerまで150社以上
にご来場頂きました。

研究所／研究機関
旭硝子（株）／オムロン（株）／オリンパス（株）
／（財）鉄道総合技術研究所／東北電力（株）／
（株）富士通総研／防衛省技術研究本部／（株）
三菱総合研究所

コンファレンス企画等に
ついてはこちら

●運営事務局 
　日本イージェイケイ（株）　〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-17 赤坂第一ビル 10F
　TEL ： 03-5772-1321　FAX ： 03-5772-1324　E-mail ： wj-info@ejkjapan.co.jp

出展手続き、展示場内イベント企画等に
ついてはこちら

FAX 03-5772-1324［日本イージェイケイ（株）］

出展企業限定

ワイヤレスと創る

（株）リックテレコム 日本イージェイケイ（株）


