【報道資料】

平成 29 年 4 ⽉ 18 ⽇

『第 6 回 IoT/M2M 展【春】』に注⽬！
IoT 時代の本格到来を⾒据えた最先端テクノロジーが登場！
5 ⽉ 10 ⽇（⽔）から東京ビッグサイトで開催される⽇本最⼤のＩＴ専⾨展 『Japan IT Week 春 2017』におい
て、今⼤きな注⽬を集める IoT/M2M 技術に特化した専⾨展「第 6 回 IoT/M2M 展【春】」を開催します。本展では、
IoT/M2M システムを構築するための無線通信技術やセンサー、様々なアプリケーションが⼀堂に集結します。今回より、
安⼼して取材ができる 「個別出展ブース取材」 をご希望に応じてコーディネートします（※1）。
IoT は今後、全ての製造業にとって⽋かせない技術となると⾔われています。先⽉、安倍晋三⾸相は⽇本の経済産業
省・総務省とドイツ経済エネルギー省との間の共同宣⾔（ハノーバー宣⾔）をメルケル独⾸相と発表。イノベーション、
⼈材、⾃動⾞等の分野において⼀層緊密に連携することで⼀致し、⾃動運転や⼈⼯知能を始め、関連分野における
⽇独協⼒を進展させ、IoT を通じた社会・経済の変⾰を⽇独でリードしていくことの重要性を強調しました。
いよいよ、⼈・モノ・空間を計測する幅広さと緻密さが従来の常識を超えたレベルに達する IoT 時代の本格到来を⾒据
え、そのインパクトや新しい顧客の創出、⽣産性向上とコストの削減、マーケティングの改善など、今や IoT や M2M に対
する期待は年々とても⾼まっています。
『Japan IT Week 春 2017』は、『第 6 回 IoT/M2M 展【春】』では、最先端の IoT/M2M システムを構築するた
めの無線通信技術、センサーや、様々なアプリケーションが⼀堂に出展しています。企業が現状もしくは今後抱えうる問
題の解決や、新たなビジネスチャンスの創出、そして製品導⼊・商談の場を、国内外の業界関係者をはじめ、幅広いユ
ーザーに情報を提供しています。
（※1）別紙返信フォームに必要事項をご記⼊の上、ご返信ください。
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前回（2016 年春）の展⽰会⾵景

▼開催概要
総 称

Japan IT Week 春 2017

会 期

2017 年 5 ⽉ 10 ⽇（⽔）〜12 ⽇（⾦）10:00〜18:00 (最終⽇のみ 17:00 終了）

会 場

東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1)

Web サイト

http://www.japan-it.jp/

構成展⽰会

第 26 回 ソフトウェア＆アプリ開発展、第 22 回 ビッグデータ活⽤展【春】、第 20 回 組

※13 展が同時開催

込みシステム開発技術展、第 19 回 データストレージ EXPO、第 14 回 情報セキュリテ
ィ EXPO【春】、第 11 回 Web&デジタル マーケティング EXPO【春】、第 9 回 データセ
ンター展【春】、第 8 回 クラウド コンピューティング EXPO【春】、第 7 回モバイル活⽤展
【春】、第 6 回 IoT/M2M 展【春】、第 5 回 通販ソリューション展【春】、第 3 回 モバイ
ル端末・周辺機器展、第 1 回 店舗 IT ソリューション展【春】

出展社数/来場者数⾒込み

1,600 社 / 90,000 名

主 催

リード エグジビション ジャパン株式会社

■IoT/M2M 関連の展⽰製品ご紹介

（⼀部抜粋 各社ＨＰ・展⽰会ＨＰから引⽤）

(株)⽇⽴産機システム

設備・装備の運⽤・保守の最適化や⽣産システムの運⽤・制御の最適化など
⽇⽴産機システムは⼯場を｢設備・装置｣と｢⽣産システム｣の両⾯から効率化する、製造業に最適な IoT ソリューション
の数々を展⽰します。⽇⽴産機は、IoT で未来の⼯場を今⽇、実現します。
(株)ソラコム

国内 5,000 を超えるお客様が利⽤している IoT 通信プラットフォーム
2015 年 9 ⽉のサービスローンチ以降、国内でも 5,000 を超えるお客様が利⽤している IoT 通信プラットフォーム
SORACOM。豊富な事例、ソリューション、関連デバイスなどをパートナー各社と⼀挙に展⽰します。
ＮＥＣグループ

新たな価値創造・デジタルビジネスの創出をご⽀援します
ＮＥＣグループの先端技術や製品、ソリューションを映像と展⽰、デモ、セミナーでご紹介いたします。
(株)NTT ドコモ

NTT ドコモは、お客さまの IoT システム導⼊をトータルで⽀援します
「ドコモの IoT」の最新サービスを展⽰。「IoT-NW 基盤の更なる強化」「回線・IoT クラウド・デバイスまでのワンストップ提
供（企画・技術⽀援・運⽤・保守のトータルコンサルティング）」「新たな価値創造の⾒える化」をテーマに「ドコモの IoT」
で実現する「更なる価値」を紹介。
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KDDI(株)

「Desining your Business」でお客さまの本業に貢献いたします
「リアル」をテーマに、最新のＫＤＤＩのＩｏＴサービスを展開！！ＶＲなど体験プログラムもあります！
IoT mobile(株)

999 円から始める IoT
「999 円から始める IoT」をテーマに安価でクライアントの課題を解決できる IoT ディバイスを PR。各社の課題を聞き、カ
スタマイズやオーダーメイドも可能。
クオリカ(株)

IoT の⼒で、製造の現場を変⾰し、さらなるビジネスの成⻑を創出
製造業のお客様向けに、アフターサービス、⽣産管理など、実際のビジネスや課題解決に対する IoT の活⽤⽅法をご提
案いたします。データ収集から活⽤まで、当社の IoT ワンストップソリューションを体験下さい。
パナソニック ソリューションテクノロジー(株)

⼈、モノの位置、動き、状態の⾒える化 その先の価値化へ
データを味⽅にしてビジネスを変える！「⾒える化」から「価値化」への実践術 をテーマに各種ソリューションのご提案をい
たします。

■注⽬の特別講演
≪IoT/M2M 展【春】 特別講演①≫ 5 ⽉ 10 ⽇（⽔）15：00〜16：30
◆ソフトバンクが提案する IoT の世界
吉⽥ 政⼈ ⽒／ソフトバンク（株）法⼈事業開発本部 事業開発第 1 統括部 IoT コンサルティング 2 部 部⻑
◆KDDI の IoT ビジネス戦略と今後の取組みについて
原⽥ 圭悟 ⽒／KDDI（株）ソリューション事業本部 ビジネス IoT 推進本部 ビジネス IoT 企画部 部⻑
◆IoT による社会の超スマート化と「+d」戦略
⾕ 直樹 ⽒／（株）NTT ドコモ 法⼈ビジネス本部 IoT ビジネス部 部⻑
≪IoT/M2M 展【春】 特別講演②≫ 5 ⽉ 11 ⽇（⽊）12：30〜14：00 ※同時通訳付き
◆IoT によって創られる新たな機会
ラジ タルーリ ⽒／クアルコム テクノロジーズ インク プロダクトマネージメント シニアバイスプレジデント
◆IoT ビジネス最前線 〜お客様実践事例にみる通信プラットフォーム活⽤〜
⽟川 憲 ⽒／（株）ソラコム 代表取締役社⻑
専務執⾏役員 事業本部⻑
◆共創が導く IoT の未来 〜NEC が考えるデジタル変⾰〜
榎本 亮 ⽒／ ⽇本電気（株）執⾏役員
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≪IoT/M2M 展【春】 特別講演③≫ 5 ⽉ 12 ⽇（⾦）12：30〜14：00 ※同時通訳付き
◆未来をつなげる 〜スマートセンサとスマートデバイスが作るモビリティ社会〜
Klaus Meder ⽒／ロバート・ボッシュ GmbH オートモーティブ エレクトロニクス事業部 プレジデント
◆インダストリー4.0 の最新動向 〜シーメンスが進めるデジタル・エンタープライズの現状〜
島⽥ 太郎 ⽒／シーメンス（株）デジタルファクトリー事業本部 プロセス&ドライブ事業本部 専務執⾏役員 事業本部⻑
◆ファナックが考える IoT 時代に対応したこれからのものづくり
稲葉 清典 ⽒／ファナック（株） 取締役 専務執⾏役員 ロボット事業本部⻑
等、多数

前回（2016 年春）のセミナー会場⾵景

「リード エグジビション ジャパン株式会社」について
リード エグジビション ジャパン株式会社は、世界 34 の国と地域に拠点を持つ、グローバル企業リード エグジビション グ
ループ（本部ロンドン）の⼀員であり、国際⾒本市（展⽰会）を主催する⽇本最⼤の企業です。1986 年に設⽴さ
れて以来、⼀貫して「⾒本市を開催すること」は、「国家、都市、産業、企業、ひいては国⺠を豊かにすること」という使命
感をもち、年間 173 本（2017 年 開催予定分含む）の国際⾒本市を強⼒に推進しています。
-------------------------------------【本プレスリリースに関する問合せ先】
Japan IT Week 広報・PR 担当（株式会社井之上パブリックリレーションズ）
担当：関⼝ E-mail：itweek@inoue-pr.com TEL：03-5269-2301
リード エグジビション ジャパン株式会社（Japan IT Week 事務局）
担当：森嶋 E-mail：morishima@reedexpo.co.jp TEL：03-3349-8504
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Japan IT Week 取材申込書
FAX :03-5269-2305

Email: itweek@inoue-pr.com

出展社への「個別ブース取材」申込書
□ 希望する

□ 希望しない

※希望される方は下記に希望出展社名をご記入ください
（出展社によってはご取材の対応ができない場合もございます）

出展社名：
貴社名
貴媒体名
部署名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
ご芳名
ご来場予定⽇と
参加⼈数

・5/10(⽔)

・5/11(⽊)

・5/12(⾦)

計

名様

カメラ
スチール

・

ムービー

・

なし

ご取材予定の出展社
ご取材予定の講演、
セミナー
掲載（放送）予定⽇
駐⾞場の利⽤希望
※TVクルーのみ

□希望する ⾞種（
□希望しない

）ナンバー（

ご連絡先

TEL：

Email：

【本件に関する問合せ先】
Japan IT Week 広報・PR 担当（株式会社井之上パブリックリレーションズ）
担当：関⼝ E-mail：itweek@inoue-pr.com TEL：03-5269-2301
リード エグジビション ジャパン株式会社（Japan IT Week 事務局）
担当：森嶋 E-mail：morishima@reedexpo.co.jp TEL：03-3349-8504
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）

