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■開催テーマ

「つながる社会、共創する未来」

■  出展者数・登録来場者数ともに増加

• Visitors

来場者：152,066名
　※リピータを含まない登録来場者 /登録プレスおよび出展関係者の総数

• Exhibitors

出展者：667社／団体
　

■  政府連携、産学官連携、大使館連携、対談・パネルセッ
ションなどのプログラムを強化

　 キーノートスピーチをはじめ、人工知能 (AI)、フィンテック、
観光、スマートシティ、自動運転、スマートホーム、サイバ
ーセキュリティ、スマート農業といったテーマをはじめ、
5G、データ利活用、オープンデータなどの Society 5.0のキ
ーファクターに関するコンファレンス112セッションが展開
された。

• Conference

コンファレンスセッション：     
112セッション

コンファレンス聴講者：

26,928名
※開催中のセッション聴講者述べ数

•Venture

ベンチャー企業・大学研究機関出展者：     
140社／団体

トピックス
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■オープニングレセプション

　 10月2日（月）に、パレスホテル東京で開催されたオープニ
ングレセプションでは、世耕弘成経済産業大臣、野田聖子総
務大臣、一般社団法人日本経済団体連合会 榊原定征会長が祝
辞を述べ、会場内は、官公庁関係者、各社経営幹部が一堂に
介した。

• Opening Reception

参加者：846名

■国内外のメディアが注目

　 全世界をカバーする報道機関や、日本国内の全国紙、先端技
術にフォーカスした各種専門媒体など、国内外の様々なメデ
ィアの注目が集まった。

• Press

登録来場プレス：1,436名
【概況】
CEATEC JAPAN 2017は、平成29年10月3日（火）から10月6日
（金）までの4日間、千葉市・幕張メッセにおいて、総務省、経
済産業省、日本放送協会他、25省庁・団体の後援、51団体の協
賛で盛大に開幕した。

今年で18回目を迎えた CEATEC JAPANは、2016年に脱・家電
見本市を宣言し、社会を変えていく原動力である IoTをメイン
テーマにした、CPS/IoT総合展へのシフトを断行した。2017年
は、「日本の成長戦略や未来を世界に向けて発信する Society 5.0
の展示会」として、業界の垣根を超え、政策・産業・技術を連携
して、IoT・ロボット・人工知能 (AI)を活用した「未来の社会」
を披露・発信した。

展示エリアは「社会・街エリア」、「家・ライフスタイルエリア」、
「デバイス・ソフトウェアエリア」で構成した。さらに、「特別
テーマエリア」では、異業種企業との共創を発信する「IoTタ
ウン2017」、スマートファクトリーと地方創生の2つのトピッ
クにスポットをあてた「Real 2020 Showcase」、人工知能 (AI)
にスポットをあてた産業技術総合研究所との特別企画展示「AI 
-人工知能パビリオン」、海外のスタートアップ企業が集まる
「Global Startup Showcase」などを設置し、「Society 5.0を牽
引する共創とイノベーション」を発信した。
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「つながる社会、共創する未来」
日本の成長戦略や未来を世界に向けて発信する
Society 5.0の展示会
社会課題を優れた技術・サービスと新たなオープンイノベーションで解決
するための、未来のテクノロジーと将来のトレンドが見える場所、それが
新しい CEATEC JAPANです。日本への国際的な注目度が高まる2020年に
向けて、第四次産業革命をリードする世界のイノベーションショーケース
として開催。

■会場構成

「社会・街」「家・ライフスタイル」「デバイス・ソフトウェア」「特別テーマ」の4エリアで構成

概要／イベント Outline/Event

■ CEATEC JAPAN 2017 開催テーマ

US Pavilion
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概要／イベント Outline/Event

オープニングレセプション

コンピュータソフトウェア協会 
荻原 紀男 会長

日本経済団体連合会 
榊原 定征 会長

　
野田 聖子 総務大臣

IoT推進コンソーシアム 
村井 純 会長

電子情報技術産業協会
長榮 周作 会長

　
世耕 弘成 経済産業大臣

駐日インド大使
スジャン・R・チノイ 閣下

情報通信ネットワーク産業協会
川崎 秀一 会長

10月2日（月）に、パレスホテル東京で開催されたオープニングレセプションでは、世耕弘成 経済産業大臣、野田聖子 総務大臣、一
般社団法人日本経済団体連合会 榊原定征 会長をお迎えし、それぞれから祝辞を頂いた。
また、来賓として、駐日インド大使 スジャン・R・チノイ閣下および、IoT推進コンソーシアム 村井 純 会長にご参加頂き、会場内は、
官公庁関係者、各社経営幹部など846名（2016年837名）が CEATEC JAPAN 2017の開幕を祝うとともに、盛んな交流が行われた。
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CEATEC JAPAN 2017オープニングレセプション直前イベント「Connected Industries」カンファレンスを開催
Society 5.0を目指した Connected Industries大臣懇談会の成果「Connected Industries 東京イニシアティブ」を発表した。

CEATEC JAPAN 2017オープニングレセプション直前イベント

挨拶　：世耕 弘成 経済産業大臣
登壇者：稲葉 善治　 　ファナック（株） 代表取締役会長 兼 CEO／一般社団法人 日本ロボット工業会 会長 
　　　　川崎 秀一　 　沖電気工業（株） 代表取締役会長／一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 会長
　　　　長榮 周作　　 パナソニック（株） 取締役会長／一般社団法人 電子情報技術産業協会 会長
　　　　西川 徹　　　（株）PreferredNetworks 代表取締役社長 兼 CEO
　　　　東原 敏昭　　（株）日立製作所 執行役社長 兼 CEO
　　　　牧野 正幸　　（株）ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者
　　　　村井 純　　　IoT推進コンソーシアム 会長／慶應義塾大学 環境情報学部長 兼 教授
　　　　山西 健一郎　三菱電機（株） 取締役会長／一般社団法人 日本経済団体連合会 副会長
　　　　（五十音順、敬称略）

インド、欧州、アジア、アフリカなど、世界各国からの来訪者・出展者と、日本の出展者・関係者が交流する機会を設けるなど、新たなビジ
ネスチャンスを生み出す場を作り出した。

日時： 平成29年10月2日（月）16時45分～17時30分　
場所： SMBCホール（三井住友銀行東館　ライジング・スクエア3階）
主催：経済産業省
共催：一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）

ピックアップ【国際交流イベント　JEITA Global Networking】　10月4日（水）　幕張メッセ国際会議室
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CEATEC JAPAN 2017では、開催テーマ「つながる社会、共創する未来」のもとに、CPS/IoTによ

る「超スマート社会」への進展を促し、新たな価値と市場の創造・発展に貢献、関係する産業の活性

化に寄与することを目的に『CEATEC AWARD 2017』を実施した。

総務大臣賞、経済産業大臣賞と各5部門賞、審査委員特別賞が選定された。

次世代準天頂衛星対応
多周波マルチ GNSS高精度受信機開発
マゼランシステムズジャパン株式会社

顔認証を活用した決済サービス
日本電気株式会社 /
三井住友カード株式会社

概要／イベント Outline/Event

CEATEC AWARD 2017 

総務大臣賞 経済産業大臣賞

■部門賞 
①コミュニティ・イノベーション部門：
　モビリティ、物流、商業、公共システム、エネルギーや街環境のマネジメント、新しいビジネススタイルなど、ネットワークの高度な利活用により、

課題を解決し安心・安全・快適で最適・高機能化された街と社会づくりに貢献する、イノベーション性に富んだ製品、サービス、システムとその

技術やコンセプト等を対象。

②ホーム＆ライフスタイル・イノベーション部門：
　エンターテインメント、ヘルスケア、エネルギーマネジメントなど家や個人のライフスタイルにおいて、モノとコト・情報がつながることで、

豊かで楽しく快適創造に貢献し新たな価値を創出するイノベーション性あふれる製品、サービス、コンテンツとその技術、コンセプト等を対象。

▼グランプリ
　 Time Reversale Machine技術に基づく空間認知エンジンと

Origin & Botシステム
　Origin Wireless Japan 株式会社

▼グランプリ
　液晶テレビ　AQUOS 8K LC-70X500
　シャープ株式会社

▼準グランプリ
　 トライブリッド蓄電システム　
～クルマは太陽光で走らせる時代へ。太陽光を使い尽くす『トライブリッド蓄電システム™』～
　ニチコン株式会社

▼準グランプリ
　 超狭角配光2.5度 LED投光器
　スタンレー電気株式会社

▼準グランプリ
　 離床アシストロボット　リショーネＰｌｕｓ
　パナソニック エイジフリー株式会社
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米国メディアパネル・イノベーションアワード 2017

　CEATEC JAPAN 2017に出展している企業から米国メディアのジャーナリスト達により、会場内ブースを取材して選んだ「米国メディアパネル・
イノベーションアワード 2017」を実施。
　ファイナリスト21件の中から厳正な審査の結果、7部門の部門賞が表彰された。受賞者の中から選ばれた最高賞のグランプリには、カシオ計算
機株式会社「世界初 電磁波面状加飾造型 技術」が受賞した。

部門 受賞企業名 受賞製品／技術／サービス
Grand-Prix カシオ計算機株式会社 世界初 電磁波面状加飾造型 技術
Home パナソニック株式会社 幼児向けソーシャルロボット「cocotto」
Transportation 本田技研工業株式会社 スマート水素ステーション
Components スタンレー電気株式会社 超挟角配光 LED投光器
Consumer IoT パナソニック株式会社 マイクロ波応用による生体レーダ
Consumer Electronics パナソニック株式会社 カロリー /栄養素チェッカー「CaloRieco」
Industrial IoT 株式会社アーツエイハン ピープルカウンター機能を付加した顔認識アプリ
Industrial Design カシオ計算機株式会社 世界初 電磁波面状加飾造型 技術
Special Award No Maps 
Special Award

Origin Wireless Japan
株式会社

Time Reversal Machine技術と Origin&Bot シス
テム

Special Award Gadget 
Nation Award ユカイ工学株式会社 Qoobo

③ イノベーションテクノロジ・ソフトウェア部
門：
　CPS/IoTを進展させ、新たな製品・技術開発

や多様な産業分野のイノベーションを促す先端

的要素技術、部品・デバイス製品、素材、材料、

ソフトウェアやテクノロジの開発コンセプト等

を対象。

④コネクテッドインダストリーズ部門：
　様々なつながりにより新たな付加価値が創出

される産業社会の実現に貢献し、ものづくり、

また生産者間のつながりや生産者と消費者との

つながりなどにおいて、課題解決により付加価

値を生みだす製品、サービス、システムとその

技術やコンセプト等を対象。

⑤オープンイノベーション部門：
　他社や外部研究機関、異業種や異分野など、

多様なアイデアや知識、ノウハウ、技術、デー

タなどを有機的に連携・組合せ、革新的な研究

開発、技術・製品・サービス・ビジネスモデル

等の創出を行い、社会的な課題解決や新たな顧

客体験による価値を生み出す共創の取組み、イ

ノベーションを対象。

審査委員特別賞：
　各部門を横断して、審査委員会から特に推挙

のあったものを対象として、審査委員特別賞を

授与。

■発表・表彰式
　【大臣賞発表・表彰式】
　 10月3日（火）11:00～　CEATEC JAPAN 2017 イノベ
ーショントークステージ
　【部門賞発表】
　10月4日（水）10:00
　 プレスリリース、CEATEC JAPAN公式Website、幕張
メッセ中央エントランス掲出
　【部門賞表彰式】
　 10月5日（木）11:30～　CEATEC JAPAN 2017 イノベ
ーショントークステージ

■ CEATEC AWARD 2017審査委員会（順不同）
　中田登志之 氏（一般社団法人情報処理学会 副会長）
　石 川 悦 子 氏（ 一般社団法人電子情報通信学会 

調査理事）
　西 山 　 彰 氏（公益社団法人応用物理学会　副会長）
　三 谷 公 二 氏（ 一般社団法人映像情報メディア学会

副会長）
　新 　 誠 一 氏（一般社団法人電気学会）
　室 山 哲 也 氏（日本放送協会　解説委員）
　関 口 和 一 氏（日本経済新聞社　編集委員）
　林 　 哲 史 氏（日経 BP社　主席研究員）
　西 坂 真 人 氏（ アイティメディア株式会社　産業テ

クノロジー事業部 副事業部長）
　矢 崎 飛 鳥 氏（ Oath Japan株式会社　Engadget 

編集部 編集長）

▼グランプリ
　 世界初　電磁波面上加飾造型 技術〔副題：新素材『CASIO 
デジタルシート』開発と『CASIO 2.5D プリントシステム』〕
カシオ計算機株式会社

▼グランプリ
　 ヒアラブルによる新たなコンピューティン
グスタイル

　日本電気株式会社

▼グランプリ
　携帯型ハンズフリー音声翻訳端末
　富士通株式会社

▼グランプリ
　 KABRA（SiCウェーハ生産の高速化・素材ロス
大幅低減を実現する新レーザスライス技術。）
株式会社ディスコ

▼準グランプリ
　 世界初！自動車のノイズ対策を不要にする
オペアンプ
　ローム株式会社

▼準グランプリ
　 圧電ライン
　三井化学株式会社

■発表・表彰式
　10月5日（木）10:15～　
　CEATEC JAPAN 2017 イノベーショントークステージ

■ 米国メディアパネル・イノベーションアワード2017
審査員一覧
　Hubert Nguyen氏 
　（Ubergizmo.com共同創立者）
　Tom Samiljan氏 
　（ Bloomberg Pursuits, Travel+Leisureライター）
　Tim Stevens氏 
　（CNET編集統括）
　Richard Lai氏 
　（Engadgetシニアエディター）
　Auri Rahimzadeh氏 
　（著述家、Auri's Ideasオーナー）
　津山 恵子氏 
　（ ニューヨーク在住ジャーナリスト、元共同通信記者）
　Steve Greenberg氏 
　（NBC's Today Showリポーター）
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IoTタウン2017

　「IoTタウン2017」は、「社会
課題を解決して Society 5.0を築
く」をテーマに、さまざまな産
業のフロントランナーが集結し
Society 5.0の実現に向けて、ユーザサイドとデマンドサイドが連携し、新
たなビジネスモデルにつながるアイデアやパートナーとの共創を IoTタウン
から発信した。
　また、IoTタウン2017はブース展示だけではなく、Fintech、スマートホ
ーム、地方創生をテーマにしたフロントランナーによるコンファレンスや
Society 5.0を特集した冊子の発行・配布を行った。
■出展企業一覧 
　 ㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱三井住友銀行、三井住友ファイナ
ンス＆リース㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱、三井住友カード㈱、㈱日本総合研
究所、㈱ポラリファイ、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、㈱じぶ
ん銀行、カブドットコム証券㈱、バンダイナムコグループ、㈱タカラトミ
ー、㈱ジェイティービー、アンリツ㈱、 ㈱フェニックスソリューション、
豆蔵ホールディングスグループ、㈱豆蔵、㈱オープンストリーム、ジェイ
エムテクノロジー㈱、Origin Wireless Japan㈱、JEITA スマートホーム部
会、㈱ＬＩＸＩＬ、NHK放送技術研究所、日本放送協会（ＮＨＫ）、一般
社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）、JEITA AVC部会、積水
ハウス㈱、大和ハウス工業㈱、マゼランシステムズジャパン㈱、 ㈱自律制
御システム研究所、一般財団法人ニューメディア開発協会、地域中核企業
創出・支援事業（近畿経済産業局）、ウエストユニティス㈱、京都機械工具
㈱、㈱ゴビ、国立情報学研究所／北海道大学／筑波技術大学／長岡技術科
学大学、JIPテクノサイエンス /東京大学、札幌市 IoTイノベーション推
進コンソーシアム、エコモット㈱、㈱サンクレエ、㈱調和技研、㈱テクノ
フェイス、札幌市経済観光局立地促進・ものづくり産業課、NoMaps実行
委員会、島根県・しまねソフト研究開発センター、宮崎県

Real 2020 Showcase  （2017年新規企画）

　2020年に向けて期待が高まる技術力とその重要性を発信。近未来社会を
形成する分野をテーマごとにコーナー紹介。当エリアで、近未来の社会形成
に重要な要素となる「地域創生／戦略的特区」「スマートファクトリー」な
どの分野を重点的に紹介した。
■出展企業一覧 
Real 2020 Showcase
　 ㈱アマダホールディングス、ファナック㈱、国立研究開発法人 宇宙航空
研究開発機構、㈱メディア工房 /小派科技（上海）有限責任公司、東京
2020公認プログラム　パラスポーツエンターテイメント
地方版 IoT推進ラボ
　 札幌市 IoTイノベーション推進コンソーシアム、宮城県 IoT推進ラボ、せ
んだい IoT推進ラボ、仙北市 IoT推進ラボ、会津地域 IoT推進ラボ、茨城
県 IoT推進ラボ、神奈川県 IoT推進ラボ、横須賀市 IoT推進ラボ、湘南地
域 IoT推進ラボ、新潟県 IoT推進ラボ、石川県 IoT推進ラボ、白山市 IoT
推進ラボ、愛知県 IoT推進ラボ、豊田市 IoT推進ラボ、三重県 IoT推進ラボ、
福井県 IoT推進ラボ、大阪府 IoT推進ラボ、大阪市 IoT推進ラボ、神戸
IoT推進ラボ、奈良県 IoT推進ラボ、広島県 IoT推進ラボ、福岡県 IoT推
進ラボ、北九州市 IoT推進ラボ、福岡市 IoT推進ラボ、佐賀県 IoT推進ラボ、
大分県 IoT推進ラボ、沖縄県 IoT推進ラボ

IPA先進的 IoTプロジェクト支援事業
　 m plus plus㈱、㈱木幡計器製作所、GNN Machinery Japan㈱、㈱スマ
ートショッピング、㈱ノーニューフォークスタジオ

AI - 人工知能パビリオン

連携：国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）人工知能研究センター
　人工知能（AI）のプラットフォームとして注目を集めるディープラーニン
グ、自然言語処理、画像解析などの最新技術から、農業・健康・医療・マーケ
ティングなどへの適用まで、先鋭的な AI企業を集めた特別企画展示を展開
した。また、10/4(水 )と10/5(木 )には国際会議場で「CEATEC×産総研 人
工知能カンファレンス」を開催した。
■出展企業一覧 
国立研究開発法人産業技術総合研究所、㈱オプティム、㈱クリューシステム
ズ、丸紅無線通信㈱、cocoro SB㈱、㈱シナモン、DATUM STUDIO㈱、㈱
Nextremer、みずほ情報総研㈱、㈱ロゼッタ、超臨場感コミュニケーショ
ン産学官フォーラム、アストロデザイン㈱、ＦＡシステムエンジニアリング
㈱、㈱シーエーシー、電気通信大学 広田研究室、東京大学 廣瀬・谷川・鳴海
研究室、東北大学 鈴木・坂本研究室、レイ・フロンティア㈱ 

Global Startup Showcase（2017年新規企画）

Supported By ファーウェイ・ジャパン
　海外のスタートアップ企業（起業前を含む）やグローバル展開を目指す国
内外のスタートアップを対象としたエリアを設置した。
■出展企業一覧 
　 Advanced Graphene Products、Green Design Co., Ltd.、上海通信情報
科技㈱、PUP Scan、MODE, Inc.

US Pavilion

連携：アメリカ大使館
　International Trade Administration TRADE FAIR CERTIFICATION 
PROGRAMの承認イベントとして、CEATEC JAPAN 2017で、米国からの出
展参加及び AIやサイバーセキュリティをテーマとした米国企業によるコン
ファレンスを実施。
■出展企業一覧 
　 アメリカ合衆国大使館商務部、Carbon Black、コムスコープ・ジャパン㈱、

DefinedCrowd、ダークトレース・ジャパン㈱、Globalstar Inc.、Litmus 
Automation Japan KK、ルックアウト・ジャパン㈱、Owl Cyber Defense 
Solutions, LLC、Security Innovation, Inc.、テスラモーターズ、Vuzix 
Corporation、Z-Wave アライアンス、アイオワ州経済開発機構、コロラ
ド州　メトロデンバー経済開発公社、ノースカロライナ州政府日本事務所、
ペンシルベニア州　日本投資事務所

India Showcase（2017年新規企画）

連携：NASSCOM
　インド最大のソフトウエア・サービス業界団体である「NASSCOM」と
JEITAとの連携で実現したインド企業を集めた 「インドショーケース」＜イ
ンドパビリオン＞を初設置。また、10月4日、駐日インド大使 スジャン・R・
チノイ閣下が来場し、特設ステージでのインドショーケースセレモニーや
JEITA/NASSCOM Round Tableの開催。
■出展企業一覧 
　 アディ ソフトウェア、Bosch、アレージスグループ会社 EASi、インフォ
シス、IntersoftKK、Invento Robotics 、エルアンドティ　テクノロジー
　サービシス (L&T Tech services)、モバイロイト、NEC Technologies 
India Private Limited、日印ソフトウェア、Tech Mahindra、Varenya 
Softech Private Limited、VIT University、Wipro

ベンチャー＆ユニバーシティエリア

　CPS／ IoT に関連する製品・技術・サービスを開発・提供しているベンチャ
ー企業や、関連する製品・技術・サービスを研究している大学の研究機関の活
動を集めた「ベンチャー＆ユニバーシティエリア」を設置した。
スタートアップ /大学研究機関出展者数：140社 /団体

概要／イベント Outline/Event

主催者特別企画展示
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IoT推進コンソーシアム連携企画

協力：IoT推進コンソーシアム
IoT推進コンソーシアム 2017年度総会
　「IoT推進コンソーシアム」は2015年10月に発足し、IoT分野に関する取
組を多方面に行い、年次総会を CEATECの会場で開催し、各WGの活動・取
組について報告を行った。
　また、総会に合わせて第二部では Peatix Inc. 共同創設者／相談役の竹村
詠美氏、慶應義塾大学大学院　特別招聘教授の夏野 剛氏をお迎えし、IoT分
野の現状と今後の展望に関する基調講演を開催した。

10月3日（火）コンベンションホール
10:00～11:00 【第1部】2017年度総会／ 11:00～ 11:45 【第2部】基調講演
○「プレシンギュラリティ時代を生き抜くイノベーションとは？」
　Peatix Inc. 共同創設者／相談役 竹村 詠美 氏

○「IoTの現状と今後の展望」
　慶應義塾大学大学院 特別招聘教授 夏野 剛 氏

IoT推進ラボ連携企画

協力：IoT推進ラボ
　ASEAN、インド、イスラエル、EU 地域の IoT 関連スタートアップの出展、
日本企業とのビジネスマッチング等を実施した。また、IoT・AI・ビッグデー
タを活用した優れたプロジェクトを選定する先進的 IoT プロジェクト選考会
議（IoT Lab Selection）の公開最終プレゼンテーション審査や、これまで
の選考プロジェクト紹介を実施した。
■出展企業一覧 
インド地域
　 Cooey Technologies、Expostores、EyeROV (IROV Technologies Pvt. 

Ltd.)、HUG Innovations、Imaginate Software Labs Pvt. Ltd、
Intangles Lab Pvt. Ltd.、Next Labs、SenseGiz、YUPS Tech Solutions 
Pvt Ltd、Zenatix Solutions Pvt. Ltd.

イスラエル地域
　 Aurora Labs、Indegy、kwik、LifetoBot、Motionize、SIGA - SCADA 

Cyber Alert Systems、Sowillo Energy、Terafence、The WellBe LTD、
WonderVoice Technologies Ltd

ASEAN地域
　 Cytron Technologies Sdn Bhd、Drivebot Co., Ltd.、Habibi Garden、

Health at Home Co., Ltd.、Innovation of thingz Pte Ltd.、Ionics EMS, 
Inc.、Juvo Labs、LuxTag、Nextgen Shopping Pte Limited、SEA-
Solutions Software、Smart Farm (Thailand) Co., Ltd.、Xfero

EU地域
　 Aryballe Technologies、Cortexica Vision Systems、FI-Sonic、Kino-

mo、LinkIO SAS、Mobile Tech People、MORPHOSENSE、Sensewaves、
Senseye Ltd、Ubudu

東京オリンピック・パラリンピック等経済界協議会

　「ALL JAPAN」と、「Toward & Beyond 2020 ‐次世代の日本のために‐」
を活動スローガンとして、文化・ムーブメントや、科学技術・イノベーション
に関連する各種プログラムを紹介。

東北・九州復興サポート展示ゾーン

　2020年オリンピック・パラリンピックのテーマの1 つは「復興」。オリン
ピック・パラリンピック等経済界協議会と連携し、被災を受けた東北及び、
九州から企業を招待し、展示した。
■出展企業一覧 
　 ㈱会津ラボ、アンドロボティクス㈱、㈱大武ルート工業、㈱オジックテク
ノロジーズ、九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会、九電
テクノシステムズ㈱、㈱コイワイ、㈱コスモスウェブ、サイデック㈱、㈱
スペースエンターテインメントラボラトリー、中央精機㈱、㈱ティ・ディ・
シー、㈱デザインココ、東成イービー東北㈱、トーカドエナジー㈱、㈱ト
ーキン、不二ライトメタル㈱、㈱堀尾製作所、リボンガス㈱

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
連携コンファレンス＆ PRブース

　東京2020大会は、単なるスポーツの大会としてだけでなく、2020年以降
に、日本や世界に対して、様々な分野でポジティブなレガシーを残すことを
目指し、今回 CEATEC JAPANでは、東京2020大会が目指すイノベーティブ
な大会に向けた取組に関するセッションの開催や、ＰＲブースを設けた。

ハッカソン×ミートアップ ～ bit.Connect ～

連携：野村総合研究所
NRI bit Connect × CEATEC JAPAN 2017
　今回のテーマは「Workstyle」。AI(人工知能 ) を始めとする先端技術を使
用し、デジタル化時代の新しいあり方をカタチにした。ハッカソンの優秀チ
ームやベンチャー企業8社を対象にイベントの開催および展示を行った。
10月3日（火） 表彰者のプレゼンテーション
10月3日（火） ～6日（金） 表彰企業は Co Creation エリアに展示

One JAPAN（2017年新規企画）

　大企業の若手有志団体のプラットフォームとして活動する One JAPAN。
　One JAPANは大企業の有志団体が集まり、一人ひとりが刺激を受け、勇
気を得て希望を見出し、行動するプラットフォームとして挑戦する空気をつ
くり、組織を活性化し、社会をより良くするために活動を行っている。
　CEATEC JAPANにて One JAPANの参加団体が協働・共創しながら進める
新規事業開発や企業内及び企業間横断プロジェクト企画の発表や展示を行っ
た。One JAPANとして下記のプロジェクトの展示を行った。
　「乾杯！プロジェクト」、「東芝 × 朝日新聞社」、「コエステーション」

NoMaps（2017年新規企画）

企画連携：NoMaps実行委員会
　札幌で開催される最先端クリエイティブビジネスの国際コンベンションと
連携し、CEATEC JAPANの会場にて NoMapsがビジネスミートアップセミ
ナーを開催した。“CEATEC JAPAN 米国メディアパネル・イノベーションア
ワード” の特別賞受賞者を NoMaps コンファレンスプログラムに招待し、
あたらしい交流を創出した。

連携企画
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FLOSFIA

S10-69
名城大学S10-65

慶應義塾大学 
ハプティクス研究センター

S10-64
一心助け

S10-63
Ambi Labs

S10-62
ビーエスシー

S10-61
ホロンクリエイト

アイティオール マミーゴー

S10-43
とめ研究所

S10-42
グラップス

S10-40
ビーラボ

S10-44
モリサワ

S10-47
ノア

S10-49
フューチャー
スタンダード

S10-46
ユニトラスト

S10-71
インフォソケット

S10-48
SV Laboratories

S10-75B
Auth lete

メディア工房/
小派科技（上海）

シナモン

DATUM STUDIO

A-PAB/NHK/JEITA

レイ・フロンティア

電気通信大学
広田研究室

東京大学
廣瀬・谷川・鳴海研究室

シーエーシー ＦＡシステムエンジニアリング

東北大学
鈴木・坂本研究室

アストロ
デザイン

NRI
bit.Connect

One JAPAN

OpenFog
コンソーシアム

CEATEC JAPAN 2017
公式アプリパートナー
ジョルテカレンダー
＆システム手帳アプリケーション

IPA先進的IoTプロジェクト支援事業

東京2020公認プログラム
パラスポーツエンターテイメント

S10-36C
八楽

S10-53
埼玉大学

S10-54
MAMORIO

S10-55
インド工科大学
ハイデラバード校

S10-50C
ソナス

S10-51C
東武ビジネス
ソリューション

S10-52C
中部大学 常川研究室

S10-31
イコヒー

S10-32B 東京工科大学

S10-33
関西大学 環境都市工学部
 ネットワーク工学研究室

S10-37C
神戸大学 木村研究室

S10-38C
Ｓｅｎｓｏｒ＆Ｎｅｔｗｏｒｋ

S10-39C
バーナードソフト

S10-34C
金沢大学

S10-28
慶應義塾大学
桂研究室

S10-29
リンカーズ

S10-30
サイバーテック

S10-26
岩崎学園
情報科学専門学校

 

S10-27
岩崎学園
横浜医療情報専門学校

S10-14C
九州工業大学 
佐藤研究室

S10-15C
九州工業大学

S10-16C
ファーストライト

S10-17C
情報通信研究機構

未来シェア

S10-22C
HDE

S10-23C
Laboro.AI

S10-25
海馬　

S10-32C 福井大学 S10-01
新川センサテクノロジ

S10-04
C-INK

S10-03
リプロ

S10-07
ズームス

S10-06
ベルチャイルド

S10-05
木幡計器製作所

S10-10
プロアシスト

S10-09
神戸デジタル・ラボ

S10-08
ジーワン

S10-11
フォルテ

S10-12
東杜シーテックス

S10-13
アクトラス

S10-41
スマートロボティクス

新エネルギー・
産業技術総合開発機構

情報通信研究機構

宇宙航空研究開発機構

中小企業世界発信プロジェクト

アーツエイハン
アンサム
インフィニテグラ
SIシナジーテクノロジー
M2モビリティー 
サイトセンシング
サムシングファン
ジーデバイス
新栄スクリーン
セールスワン
SELTECH

泰興物産
Compower/地域エネルギー
パイフォトニクス
パソコンサポート屋
ハタプロ
ビッツ
FunLife
フィット・デザイン・システム
フューチャースタンダード

Origin Wireless Japan

JEITAスマートホーム部会

バンダイナムコグループ

三井住友フィナンシャルグループ

豆蔵ホールディングスグループ ジェイティービー

タカラトミー
宮崎県

国立情報学研究所

島根県・しまねソフト研究開発センター

マゼランシステムズジャパン
／自律制御システム研究所
（近畿経済産業局、ニューメディア開発協会）

ウエストユニティス
／京都機械工具／ゴビ 他
（近畿経済産業局、ニューメディア開発協会）

三菱UFJフィナンシャル・グループ

アンリツ
フェニックスソリューション

札幌市
IoTイノベーション推進コンソーシアム

S10-70B アイモット
神奈川工科大学
情報工学科 

S10-70C

中国パビリオン
China Pavillion
(CEAC)

札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム
宮城県IoT推進ラボ
せんだいIoT推進ラボ
仙北市IoT推進ラボ
会津地域IoT推進ラボ
茨城県IoT推進ラボ
神奈川県IoT推進ラボ
横須賀市IoT推進ラボ
湘南地域IoT推進ラボ
新潟県IoT推進ラボ
石川県IoT推進ラボ
白山市IoT推進ラボ
愛知県IoT推進ラボ
豊田市IoT推進ラボ

三重県IoT推進ラボ
福井県IoT推進ラボ
大阪府IoT推進ラボ
大阪市IoT推進ラボ
神戸IoT推進ラボ
奈良県IoT推進ラボ
広島県IoT推進ラボ
福岡県IoT推進ラボ
北九州市IoT推進ラボ
福岡市IoT推進ラボ
佐賀県IoT推進ラボ
大分県IoT推進ラボ
沖縄県IoT推進ラボ

m plus plus
木幡計器製作所
GNN Machinery Japan

スマートショッピング
ノーニューフォークスタジオ

深圳 C&Dエレクトロニクス

丸紅無線通信

トラベルテックラボ

炎重工

パリティ・イノベーションズ

Payke

みずほ情報総研

ロゼッタ

S09

S035

ニューメディア開発協会

東北経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

ベンチャー
&ユニバーシティ

エリア

S10-58 S10-56

IoT推進ラボ
Global Connection

S20

S21

S26

S25

S35

インド・ショーケース

ベンチャー&ユニバーシティ
ステージ 2

ベンチャー&ユニバーシティ
ステージ 1

IoT推進ラボビジネスマッチング

Global Startup
Showcase

Supported By

小間番号末尾のアルファベットが

「B  の場合

例:S10-◯◯　 → 10/3-10/4の二日間出展

「C  の場合

例:S10-◯◯　 → 10/5-10/6の二日間出展

無い場合

例:S10-◯◯  → 10/3-10/6の四日間出展

C
C

B
B

ベンチャー＆ユニバーシティエリア
出展期間について

B

B

C

B

C

C

C

C

C C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

IoTタウン
オープンステージ

　Advanced Graphene Products
　Green Design
　上海通信情報科技
　PUP Scan
　MODE

　アディ ソフトウェア
　Bosch 
　アレージスグループ会社EASi
　インフォシス
　IntersoftKK
　Invento Robotics 
　エルアンドティ テクノロジー サービシス
   (L&T Tech services)

　モバイロイト 
　NEC Technologies India Private Limited
　日印ソフトウェア
　Tech Mahindra
　Varenya Softech Private Limited
　VIT University
　Wipro

新技術・新製品セミナー/
出展者セミナー会場入口

セミナー会場
NW/EX

12
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会場図 

概要／イベント Outline /Event

Gooo3D

S052

家・ライフスタイル エリア 社会・街 エリア

JOIE

　Horizon Robotics Company
　SHENZHEN JINJUNYE ELECTRONICS
　Dongguan Mingji Electronics Technology Group
　Hinen Electronics (SHENZHEN)
　Zhuhai Software Industry Association
　JIB Electronic Technology
　Topwell Technology(Ji'an)

C143C165

C157

C156 C150

C149C152

C147

C140 C137

C133

C138

C127C129

H009

H014

H010

H012H018H047H053

H058H062 H019

H052

H044

H049

H080H083

H082

H074

H084

H090

H059

H093

H068H073

H069

H064

C145

C146

C126

C168

C167H108H119

H117

H003H004H005H006

H054

　アリオン
　Arm
　ガイロジック
　Qualcomm
　SmartAirCon
　ダイアログ・セミコンダクター
　東芝

　ノバルス
　FUGU INNOVATIONS JAPAN
　WHERE
　フォーカスシステムズ
　MANGOSLAB
　Radsone

ラムロック
アメリカ合衆国
大使館商務部

Security Innovation Globalstar

Owl Cyber Defense Solutions,LLC

ルックアウト・ジャパン
コムスコープ・ジャパン

ダークトレース・ジャパン

Litmus Automation Japan KK

Defined Crowd

幕張ベイパーク

Vuzix Corporation

Carbon Black

Z-Wave アライアンステスラモーターズ

中国パビリオン
China Pavillion（CEAC）

レイトロン

ヤマト

ユカイ工学

IFA／国際コンシューマ・エレクトロニクス展

センシリオン

DXアンテナ

旭化成エレクトロニクス コスモサウンド

ULIS

VIPグローバル

茨城県圏央道沿線地域産業
・交流活性化協議会

栗本鐵工所
アイシル

日本テレガートナー／台湾テレガートナー

NH Technology

LITNERTEX MESH

EFG

popIn

メルシー

エコライフ
エンジニアリング

インフィック・
コミュニケーションズ

マイティ・
トレーディング

スティックウィズ

オムロン

シャープ

ニチコン

エプソン

富士通

Bluetooth SIG

小糸製作所

シー・シー・ダブル

ビジネス
ミーティングルーム

デンソー

北海道千歳市／苫小牧市

Jetrun
テクノロジ

ケイ・オプティコム

宇宙システム開発
利用推進機構

エスアイアイ・
セミコンダクタ

FYF

ワイヤレス電力伝送
実用化コンソーシアム

JEITA/
スマート・
ドライブ・
テクノロジー

CCアーキテクト

ワイドテックPFU

本田技研工業

アイオワ州経済開発機構
コロラド州　メトロデンバー経済開発公社
ノースカロライナ州政府日本事務所
ペンシルベニア州　日本投資事務所

オムロン
関西電子工業
翔エンジニアリング
情報通信研究機構
パナソニックシステムネットワークス開発研究所
古野電気

ロイノス

エプソン販売
セイコーエプソン

E・ミニモ

山梨ICTコンタクト支援センター
S051-05 S051-06 S051-07 S051-08
S051-04 S051-03 S051-02

S051-01S051-16

S053

S051-09

イノベーショントーク
ステージ

US Pavilion

S051-15 S051-12

S051-11S051-14

wena project

CIVIC MEDIA

GNヒアリングジャパン

カシオ計算機 Ayla Networks

ミニシアター

13
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Floor Map

日東工業

KDDI

C001

C002

C003

C004

C005C007C009

C011

C020 C019C054

C030 C027

C029

C021

C049

C048

C051

C072 C067

C031

C071

C068

C064

C104

C102 C097C124 C123

C034

C122

C106

C099

C094

C091 C087

C089

C032

C033

C105

C075

C078C079C080C082C083

C073

＜PBXコーナー＞
NEC
OKI
日立情報通信エンジニアリング
富士通

＜マルチメディアコーナー＞
CIAJ マルチメディア通信委員会

＜FAXコーナー＞
CIAJ 画像情報ファクシミリ委員会

＜TTCコーナー＞
情報通信技術委員会

Kunshan Pavilion

日立製作所
BizLink Technology

共同印刷

韓国パビリオン
Korea Pavillion
（KITRI）

VCCI協会 ノバルス

アペルザオートメーション新聞社

電波産業会広島テレビ放送 インプレス

情報処理学会
テスコム

MANGOSLAB

週間BCN
リクルートコミュニケーションズ

ビジネス
ミーティング
ルーム

東京大学
ソーシャルICT研究センター
山口研究室

東広島市

東京工科大学

アスカネット

日本マルコ

郡山市浜松市
Curio School
O2

CyberBrain Japan

大陽ステンレス
スプリング アスカネット日本ユニシス

CES2018

天津経済技術開発区 日本事務所

ブラックボックス・
ネットワークサービス

Cambridge Consultants
台北国際
エレクトロニクス見本市

事業化チャレンジ道場
(東京都中小企業振興公社)
植田製作所
三広アステック
メカノエレクトロニック
列真

　ART COVER
　IDTWORLD
　IDRO
　ENJ
　Essel-T
　Naretrends
　LINKFLOW

　Infovision Optoelectronics (Kunshan)
　Suzhou FAST RICH Robot Technology
　Kunshan Taltai Electronic
　Kunshan Visionox Technology

三菱電機

浜井電球工業ニューメディア開発協会

レノボ・ジャパンコニカミノルタ

東北・九州復興サポート展示ゾーン
HATS PLAZA

オリンピック・パラリンピック等
経済界協議会

NEC

パナソニック

NTTグループ

OKI

会津ラボ
アンドロボティクス
大武ルート工業
オジックテクノロジーズ
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
九電テクノシステムズ
コイワイ
コスモスウェブ
サイデック
スペースエンターテインメントラボラトリー
中央精機
ティ・ディ・シー
デザインココ
東成イービー東北
トーカドエナジー
トーキン
不二ライトメタル
堀尾製作所
リボンガス
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概要／イベント Outline /Event

　D306 RCL DISPLAY LTD.

IoT推進ラボ　Global Connection
S11-39 Cooey Technologies
S11-42 Expostores
S11-34 EyeROV (IROV Technologies Pvt. Ltd.)
S11-40 HUG Innovations
S11-37 Imaginate Software Labs Pvt. Ltd
S11-38 Intangles Lab Pvt. Ltd.
S11-33 Next Labs
S11-36 SenseGiz
S11-41 YUPS Tech Solutions Pvt Ltd
S11-35 Zenatix Solutions Pvt. Ltd.
S11-29 Aurora Labs
S11-26 Indegy
S11-23 kwik
S11-31 LifetoBot
S11-32 Motionize
S11-25 SIGA - SCADA Cyber Alert Systems
S11-27 Sowillo Energy
S11-28 Terafence
S11-30 The WellBe LTD
S11-24 WonderVoice Technologies Ltd
S11-12 Cytron Technologies Sdn Bhd
S11-17 Drivebot Co.,Ltd.
S11-11 Habibi Garden
S11-15 Health at Home Co., Ltd.
S11-19 Innovation of thingz Pte Ltd.
S11-21 Ionics EMS, Inc.
S11-18 Juvo Labs
S11-14 LuxTag
S11-13 Nextgen Shopping Pte Limited
S11-22 SEA-Solutions Software
S11-16 Smart Farm (Thailand) Co., Ltd.
S11-20 Xfero
S11-08 Aryballe Technologies
S11-07 Cortexica Vision Systems
S11-01 FI-Sonic
S11-04 Kino-mo
S11-05 LinkIO SAS
S11-09 Mobile Tech People
S11-03 MORPHOSENSE
S11-10 Sensewaves
S11-02 Senseye Ltd
S11-06 Ubudu

IoTタウン2017
S30-12 (株)三井住友フィナンシャルグループ
S30-12  (株)三井住友銀行
S30-12  三井住友ファイナンス＆リース(株)
S30-12 ＳＭＢＣ日興証券(株)
S30-12 三井住友カード(株)
S30-12 (株)日本総合研究所
S30-12 (株)ポラリファイ
S30-11 (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
S30-11 (株)じぶん銀行
S30-11 カブドットコム証券(株)
S30-14 バンダイナムコグループ
S30-06  (株)タカラトミー
S30-03 (株)ジェイティービー
S30-05 アンリツ(株) 
S30-05 (株)フェニックスソリューション
S30-07 豆蔵ホールディングスグループ
S30-07 (株)豆蔵
S30-07 (株)オープンストリーム
S30-07  ジェイエムテクノロジー(株)
S30-13 Origin Wireless Japan(株)
S30-15 JEITA スマートホーム部会
S30-15 (株)ＬＩＸＩＬ
S30-15 NHK放送技術研究所
S30-15 日本放送協会（ＮＨＫ）
S30-15 一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）
S30-15 JEITA AVC部会
S30-15 積水ハウス(株)
S30-15 大和ハウス工業(株) 　　
S30-09 マゼランシステムズジャパン(株)
S30-09 (株)自律制御システム研究所
S30-09 一般財団法人ニューメディア開発協会
S30-09 地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）
S30-08 ウエストユニティス(株)
S30-08 京都機械工具(株)
S30-08 (株)ゴビ
S30-10 国立情報学研究所／北海道大学／筑波技術大学／長岡技術科学大学
S30-10 JIPテクノサイエンス/東京大学
S30-04 札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム
S30-04  エコモット(株)
S30-04 (株)サンクレエ
S30-04  (株)調和技研
S30-04 (株)テクノフェイス
S30-04 札幌市経済観光局立地促進・ものづくり産業課
S30-04 No Maps実行委員会
S30-01 島根県・しまねソフト研究開発センター
S30-02 宮崎県
　H005 (株)アイシル

  (株)ロイノス
　D223 (一社)IT検証産業協会

  日本ナレッジ(株)
　D226  アンドールシステムサポート(株)

IPA先進的IoTプロジェクト支援事業
S06-1  m plus plus(株)
S06-2  (株)木幡計器製作所
S06-3  GNN Machinery Japan(株)
S06-4  (株)スマートショッピング
S06-5  (株)ノーニューフォークスタジオ
　H074 旭化成エレクトロニクス(株)
　C021 (株)アスカネット
　D323 (株)アドバンストスパッタ
　C094 (株)アペルザ オートメーション新聞社
　D201 アルテック(株)

　D318 アルファテクノロジー(株)
　D042 アルプス電気(株)
　D184 アンリツ(株)
　H054 (株)EFG
　D324 (株)石井表記
　D287 公益財団法人石川県産業創出支援機構
　C152 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会
　H080 IFA／国際コンシューマ・エレクトロニクス展
　D225 (株)イマック

インド・ショーケース（NASSCOM）
S27 アディ ソフトウェア
S27  Bosch 
S27 アレージスグループ会社EASi
S27  インフォシス
S27 IntersoftKK
S27  Invento Robotics 
S27  エルアンドティ テクノロジー サービシス  (L&T Tech services)
S27  モバイロイト 
S27  NEC Technologies India Private Limited
S27  日印ソフトウェア
S27 Tech Mahindra
S27 Varenya Softech Private Limited
S27 VIT University
S27  Wipro
　H090 (株)インフィック・コミュニケーションズ

  (株)ラムロック
　C007 (株)インプレス
　H064 wena project
　C149 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
　H012 ULIS
　H068 Ayla Networks

AI－人工知能パビリオン
S40-20 (株)オプティム
S40-01 (株)クリューシステムズ
S40-01 丸紅無線通信(株)
S40-06 cocoro SB(株)
S40-10 国立研究開発法人産業技術総合研究所
S40-12 (株)シナモン
S40-30 超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム
S40-30 アストロデザイン(株)
S40-30 ＦＡシステムエンジニアリング（株）
S40-30 (株)シーエーシー
S40-30 電気通信大学 広田研究室
S40-30 東北大学 鈴木・坂本研究室 
S40-30 東京大学 廣瀬・谷川・鳴海研究室
S40-30 レイ・フロンティア(株)
S40-11 DATUM STUDIO(株)
S40-02 (株)Nextremer
S40-05 みずほ情報総研(株)
S40-03 (株)ロゼッタ
　H014 (株)エコライフエンジニアリング
　C140 エスアイアイ・セミコンダクタ(株)
　D073 SMK(株)
　D222 SBクリエイティブ(株)
　S26 NRI bit.Connect
　C033 NEC
　D217 エヌ・イー・ピー(株)
　D216 (一財)NHKエンジニアリングシステム
　H003 NH Technology合同会社
　C003 NTTグループ
　D174 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  エバーライトジャパン(株)
　C145 エプソン

  エプソン販売(株)
  セイコーエプソン(株)

　C137 (株)FYF
　D108 (株)MI
　D297 MS Korea Co., Ltd.
　S21 OpenFogコンソーシアム
　D322 オールセンサーズアジアパシフィック(株)
　C004 OKI
　D314 Ossia
　D124 オプトイエンジ(株)
　C146 オムロン(株)
　D210 科学情報出版(株)
　H093 カシオ計算機(株)
　D330 キーサイト・テクノロジー合同会社
　D236 Gichoビジネスコミュニケーションズ(株)
　C027 (株)Curio School

  (株)O2
　C011 共同印刷(株)
　D276 公益財団法人京都高度技術研究所
　S052 Gooo3D Co., Ltd.
　D163 KUKDONG FASTECH CO., LTD.
　H006 (株)栗本鐵工所

Global Startup Showcase
S35-3  Advanced Graphene Products
S35-1  Green Design Co., Ltd.
S35-5  上海通信情報科技(株)
S35-2  PUP Scan
S35-4  MODE, Inc.
　D332 グローバルディスプレイ(株)
　D239 クロニクス(株)

Kunshan Pavilion
C106  Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd.
C106  Suzhou FAST RICH Robot Technology CORP.,
C106  Kunshan Taltai Electronic Co.,Ltd
C106  Kunshan Visionox Technology Co.,Ltd

KITRI
C054-1 ART COVER CO.,LTD
C054-4 IDTWORLD CO.,LTD
C054-8 IDRO Co.,Ltd.
C054-5 ENJ CO.,LTD.
C054-3 Naretrends Inc.
C054-7 LINKFLOW
C054-6 Essel-T Co.,Ltd

　C150 (株)ケイ・オプティコム
  (株)E・ミニモ

　C104 KDDI(株)
　D159 (株)KELK
　C122 Cambridge Consultants
　D213 コアシステム(株)
　C167 (株)小糸製作所 
　D352 KOA(株)
　D041 コーデンシ(株)
　C067 郡山市
　H044 (株)コスモサウンド
　C105 コニカミノルタ(株)
　C049 CyberBrain Japan(株)
　D329 サイバネットシステム(株)
　D211 サムテック(有)
　D104 (株)産業タイムズ社
　D167 (株)サンテクノロジー
　D285 三徳商事(株)
　C051 CES® 2018
　H069 GNヒアリングジャパン(株)
　C138 CCアーキテクト(株)
　H058 (株)シー・シー・ダブル

  特定非営利活動法人山梨ICTコンタクト支援センター
　S20 CEATEC JAPAN 2017公式アプリパートナー

  ジョルテカレンダー＆システム手帳アプリケーション
　C133 JEITA/スマート・ドライブ・テクノロジー
　D051 (株)ジェイテクト
　C156 JOIE(株)
　C157 Jetrunテクノロジ(株)
　D218 (株)ジェネシスホールディングス
　D203 ジェンソンディスプレイ
　D101 (株)シキノハイテック
　C064 事業化チャレンジ道場 （公益財団法人東京都中小企業振興公社）

  (株)植田製作所
  三広アステック(株)
  メカノエレクトロニック(株)
  列真(株)
　D049 次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合
　H073 CIVIC MEDIA CO., LTD.
　H117 シャープ(株)
　C080 週刊BCN
　C083 (一社)情報処理学会
　S02 国立研究開発法人情報通信研究機構
　S03 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　D097 新光商事(株)
　D029 深圳 マスパワー(Masspower)

  深圳 C&Dエレクトロニクス
　D071 シンファ・ジャパン(株)
　D360 スタンレー電気(株)
　H047 (株)スティックウィズ
　D107 Suhyuntech Co., Ltd.
　D164 全国電子部品流通連合会
　H062 センシリオン(株)
　D183 (株)ソシオネクスト
　D238 SONIX(株)
　D200 (株)ソフトエイジェンシー
　D219 (株)ソフトネット
　D282 ソフトピアジャパン

  （ソフトピアジャパン企業誘致・エリア活性化推進協議会）
　D362 タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
　D270 (株)大真空
　D172 DYNACAST
　C123 台北国際エレクトロニクス見本市
　C068 大陽ステンレススプリング(株)
　D359 太陽誘電(株)

Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' 
Association (TEEMA)

　D240-20 ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP.
　D240-02 AKER TECHNOLOGY CO., LTD.
　D240-18 DPTEC CO., LTD.
　D240-16 GI FAR TECHNOLOGY CO., LTD.
　D240-03 Institute for Information Industry
　D240-17 JACKCON CAPACITOR ELECTRONICS CO., LTD.
　D240-19 JOULES MILES CO., LTD.
　D240-13 LENOO ELECTRONICS CO., LTD.
　H082  LITNERTEX CO., LTD.
　D240-23 MAGWAY TECHNOLOGY CO., LTD
　D240-09 MAX ECHO TECHNOLOGY CORPORATION
　D240-24 SHA YANG YE INDUSTRIAL CO., LTD.
　D240-05 SHANPU CO., LTD.
　D240-06 SUNLIKE DISPLAY TECHNOLOGY CORPORATION
　D240-22 TAIWAN SINTERED METALS CO., LTD.
　D240-10 T-GLOBAL TECHNOLOGY CO., LTD.
　D240-21 U.K. TECHNOLOGY CORP.
　D240-15 WAL TER ELECTRONIC CO., LTD.
　D240-11 WELL BUYING INDUSTRIAL CO., LTD.
　D240-01 WINSTAR DISPLAY CO., LTD.
　D056 多治見無線電機(株)
　D346 (株)タムラ製作所
　D166 Dalian Dongfu Color Display Co., Ltd.
　D131 千葉県

  千葉市
　D110 千葉商工会議所

地方版IoT推進ラボ
S07-1  札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム
S07-2  宮城県IoT推進ラボ
S07-3  せんだいIoT推進ラボ
S07-4  仙北市IoT推進ラボ
S07-5  会津地域IoT推進ラボ
S07-6  茨城県IoT推進ラボ
S07-7  神奈川県IoT推進ラボ
S07-8  横須賀市IoT推進ラボ
S07-9  湘南地域IoT推進ラボ
S07-10 新潟県IoT推進ラボ
S07-11 石川県IoT推進ラボ
S07-12 白山市IoT推進ラボ
S07-13 愛知県IoT推進ラボ
S07-14 豊田市IoT推進ラボ

 社会・街 エリア　   家・ライフスタイル エリア　　   デバイス・ソフトウェア エリア　　   特別テーマ エリア
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S07-15 三重県IoT推進ラボ
S07-16 福井県IoT推進ラボ
S07-17 大阪府IoT推進ラボ
S07-18 大阪市IoT推進ラボ
S07-19 神戸IoT推進ラボ
S07-20 奈良県IoT推進ラボ
S07-21 広島県IoT推進ラボ
S07-22 福岡県IoT推進ラボ
S07-23 北九州市IoT推進ラボ
S07-24 福岡市IoT推進ラボ
S07-25 佐賀県IoT推進ラボ
S07-26 大分県IoT推進ラボ
S07-27 沖縄県IoT推進ラボ

CHINA ELECTRONIC APPLIANCE CORP.
　D011-1 Shenzhen Jinghua Displays Co., Ltd.
　D011-2 Shenzhen JUHEYUAN Science & Technology Co., Ltd.
　D011-3 Tone Parts Electronics Co., Ltd
　D011-4 Tecoo Electronics Co.,Ltd
　D011-5 Zhejiang Dafeng Technology Co., Ltd.
　D011-6 SHENZHEN XIANGCHU TECHNOLOGY CO.,LTD
　D011-7 China Electronics Fair
　D011-8 SHENZHEN MOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
　H019-1 Horizon Robotics Company
　H019-2 SHENZHEN JINJUNYE ELECTRONICS CO.,LTD
　H019-3 Dongguan Mingji Electronics Technology Group Co.,Ltd
　H019-4 Hinen Electronics (SHENZHEN) Co.,Ltd.
　H019-5 Zhuhai Software Industry Association
　H019-7 JIB Electronic Technology Co., Ltd.
　H019-8 Topwell Technology(Ji'an)Co.,Ltd 

中小企業世界発信プロジェクト
S01 (株)アーツエイハン
S01 (株)アンサム
S01 インフィニテグラ(株)
S01 SIシナジーテクノロジー(株)
S01 (株)M2モビリティー 
S01 Compower Inc. /地域エネルギー(株)
S01 サイトセンシング(株)
S01 (株)サムシングファン
S01 (株)ジーデバイス
S01 (株)新栄スクリーン
S01 セールスワン(株)
S01 (株)SELTECH
S01 泰興物産(株)
S01 パイフォトニクス(株)
S01 (一社)パソコンサポート屋
S01 (株)ハタプロ
S01 (株)ビッツ
S01 FunLife(株)
S01 (株) フィット・デザイン・システム
S01 (株)フューチャースタンダード
　D214 TIS(株)
　D353 TDK(株)
　D294 ディ・エス・シィ(株)
　H084 DXアンテナ(株)
　D067 (株)ディスコ
　D234 テクトロニクス
　D204 テクノブレーン(株)
　D095 デジタルカプセル(株)

  エスティモート
　C082 (株)テスコム
　C071 天津経済技術開発区 日本事務所
　C143 (株)デンソー
　C005 (一社)電波産業会
　D313 (株)電波新聞社
　D315 東海光学(株)
　D286 (株)東京ウエルズ
　C029 東京工科大学
　C030 東京大学 ソーシャルICT研究センター 山口研究室

東北・九州復興サポート展示ゾーン
C073  (株)会津ラボ
C073  アンドロボティクス(株)
C073  (株)大武ルート工業
C073  (株)オジックテクノロジーズ
C073  九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
C073  九電テクノシステムズ(株)
C073  (株)コイワイ
C073  (株)コスモスウェブ
C073  サイデック(株)
C073  (株)スペースエンターテインメントラボラトリー
C073  中央精機(株)
C073  (株)ティ・ディ・シー
C073  (株)デザインココ
C073  東成イービー東北(株)
C073  トーカドエナジー(株)
C073  (株)トーキン
C073  不二ライトメタル(株)
C073  (株)堀尾製作所
C073  リボンガス(株)
　D299 東洋電機(株)
　D114 Top Dynamic Enterprises Limited
　C165 苫小牧市
　D228 (株)ニソール
　H119 ニチコン(株)
　D105 日産化学工業(株)
　C099 日東工業(株)
　D188 日本カーバイド工業(株)
　D043 日本ケミコン(株)
　D292 日本電気硝子(株)
　D233 日本航空電子工業(株)
　D361 日本端子(株)
　H004 日本テレガートナー(株)／台湾テレガートナー(株)
　D321 日本ナショナルインスツルメンツ(株)
　C102 日本マルコ(株)
　C034 日本ユニシス(株)
　C020 一般財団法人ニューメディア開発協会
　D115 ノウルズ・エレクトロニクス・ジャパン(株)
　C087 ノバルス(株)

　D215  ノリタケ伊勢電子(株)
　D125  ノルディック・セミコンダクター(株)

HATS PLAZA
C031 　  ＜PBXコーナー＞
C031  NEC
C031  OKI
C031  (株)日立情報通信エンジニアリング
C031  富士通(株)
C031 　  ＜マルチメディアコーナー＞
C031  CIAJ マルチメディア通信委員会
C031 　  ＜FAXコーナー＞
C031  CIAJ 画像情報ファクシミリ委員会
C031 　  ＜TTCコーナー＞
C031  一般社団法人情報通信技術委員会
　C075 パナソニック(株)
　C019 浜井電球工業(株)
　C072 浜松市
　D120 浜松ホトニクス(株)
　D171 パワーチップジャパン(株)

半導体／プログラマブルデバイスプラザ
D143  オーバートーン(株)
D143  キーサイト・テクノロジー合同会社
D143  国立大学法人熊本大学（末吉研究室）
D143  地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
D143  ベリフィケーションテクノロジー(株)
D143  (株)ミコジック
D145  Lattice Semiconductor
D143  RITA エレクトロニクス(株)
　C129 (株)PFU
　C124 東広島市
　C089 BizLink Technology Inc.
　D141 (株)日立エルジーデータストレージ
　C001 (株)日立製作所
　H059 (株)VIPグローバル
　D079 (株)ヒューテック MVD事業部
　C009 広島テレビ放送(株)
　D317 ファインツール・ジャパン(株)
　C091 一般財団法人VCCI協会
　D072 Forus Health
　D334 (株)フォーラムエイト
　D209 武漢華工レーザー工程有限責任会社
　D284 福島県伊達市
　D061 (株)フジクラ
　C168 富士通(株)
　D308 双葉電子工業(株)
　C097 ブラックボックス・ネットワークサービス(株)
　H108 Bluetooth SIG, Inc.

  アリオン(株)
  Arm
  ガイロジック(株)
  Qualcomm
  SmartAirCon
  ダイアログ・セミコンダクター(株)
  (株)東芝
  ノバルス(株)
  (株)FUGU INNOVATIONS JAPAN
  (株)WHERE
  (株)フォーカスシステムズ
  MANGOSLAB Co.,Ltd.
  Radsone Inc.
　D031 プログレス・テクノロジーズ(株)

ベンチャー＆ユニバーシティエリア
S10-58 アイティオール(株)
S10-13 (株)アクトラス
   「地域中核企業創出・支援事業（東北経済産業局）」
S10-63 Ambi Labs
S10-31 (株)イコヒー
S10-64 (株)一心助け
S10-26 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校
S10-27 学校法人岩崎学園 横浜医療情報専門学校
S10-55 インド工科大学ハイデラバード校
S10-71 (有)インフォソケット
S10-72  (株)エクスビジョン
S10-48 SV Laboratories
S10-25 (有)海馬　
S10-33 関西大学 環境都市工学部 ネットワーク工学研究室
S10-73 (株)Kyulux
S10-42 (株)グラップス
S10-28 慶應義塾大学 桂研究室
S10-65 慶應義塾大学 ハプティクス研究センター
S10-09 (株)神戸デジタル・ラボ 
  「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-05 (株)木幡計器製作所 
  「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-53 埼玉大学
S10-30  (株)サイバーテック
S10-04 (株)C-INK
   「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」
S10-08 ジーワン(株) 
  「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-01 新川センサテクノロジ(株) 
  「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」
S10-07 (株)ズームス
   「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-41 (株)スマートロボティクス
S10-12 東杜シーテック(株) 
  「地域中核企業創出・支援事業（東北経済産業局）」
S10-43 (株)とめ研究所
S10-47 (株)ノア
S10-62 ビーエスシー(株)
S10-40 (株)ビーラボ
S10-11 (株)フォルテ 
  「地域中核企業創出・支援事業（東北経済産業局）」
S10-49 (株)フューチャースタンダード
S10-10 (株)プロアシスト
   「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-74 (株)FLOSFIA

S10-06 (株)ベルチャイルド 
  「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
S10-61 (株)ホロンクリエイト
S10-56 (株)マミーゴー
S10-54  MAMORIO(株)
S10-69 名城大学
S10-44 (株)モリサワ
S10-46 (株)ユニトラスト
S10-03 (株)リプロ
   「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」
S10-29 リンカーズ(株)
S10-70B (株)アイモット　※10/3-4のみ
S10-75B (株)Authlete　※10/3-4のみ
S10-32B 東京工科大学　※10/3-4のみ
S10-22C  (株)HDE　※10/5-6のみ
S10-70C 神奈川工科大学 情報工学科　※10/5-6のみ
S10-34C 国立大学法人金沢大学　※10/5-6のみ
S10-15C 九州工業大学　※10/5-6のみ
S10-14C 国立大学法人九州工業大学 佐藤研究室　※10/5-6のみ
S10-37C 国立大学法人神戸大学 木村研究室　※10/5-6のみ
S10-17C 国立研究開発法人情報通信研究機構　※10/5-6のみ
S10-17C (株)未来シェア　※10/5-6のみ
S10-17C (株)トラベルテックラボ　※10/5-6のみ
S10-17C 炎重工(株)　※10/5-6のみ
S10-17C (株)パリティ・イノベーションズ　※10/5-6のみ
S10-17C (株)Payke　※10/5-6のみ
S10-38C (株)Ｓｅｎｓｏｒ＆Ｎｅｔｗｏｒｋ　※10/5-6のみ
S10-50C ソナス(株)　※10/5-6のみ
S10-52C 中部大学　常川研究室　※10/5-6のみ
S10-51C 東武ビジネスソリューション(株)　※10/5-6のみ
S10-39C (株)バーナードソフト　※10/5-6のみ
S10-16C  (株)ファーストライト　※10/5-6のみ
S10-32C  国立大学法人福井大学　※10/5-6のみ
S10-36C 八楽(株)　※10/5-6のみ
S10-23C (株)Laboro.AI　※10/5-6のみ
　D057 北陸電気工業(株)
　C165 北海道千歳市
　H010 popIn(株)
　D221 BORNA ENTREPRENEURS  & INNOVATORS COOPERATIVE CO., LTD.
　D093 香港貿易発展局
　C126 本田技研工業(株)
　D220 (株)マイクロボード・テクノロジー
　H053 (株)マイティ・トレーディング
　S053 幕張ベイパーク
　D279 (株)マジェンシー
　D342 (株)マックエイト
　C078 MANGOSLABCo., Ltd.
　D303 三重電子(株)
　D157 三井化学(株)
　D274 三菱ケミカル(株)
　C002 三菱電機(株)
　D293 (株)村田製作所
　H052 MESH
　D081 メディアテックジャパン(株)
　H083 (株)メルシー
　D298 (株)モトヤ
　D091 山下マテリアル(株)
　H018 (株)ヤマト
　D055 ユウアイ電子工業(株)

  住鉱テック(株)
　D301 (株)UEI

US Pavilion
S051-04 アメリカ合衆国大使館商務部
S051-08 Carbon Black
S051-11 コムスコープ・ジャパン(株)
S051-15 DefinedCrowd
S051-14 ダークトレース・ジャパン(株)
S051-02 Globalstar Inc.
S051-06 Litmus Automation Japan KK
S051-12 ルックアウト・ジャパン(株)
S051-07 Owl Cyber Defense Solutions, LLC
S051-03 Security Innovation, Inc.
S051-16 テスラモーターズ
S051-09 Vuzix Corporation
S051-01 Z-Wave アライアンス
S051-05 アイオワ州経済開発機構
S051-05 コロラド州　メトロデンバー経済開発公社
S051-05 ノースカロライナ州政府日本事務所
S051-05 ペンシルベニア州　日本投資事務所
　D119 Utop Electronic (Guangzhou) Co., Ltd.
　H009 ユカイ工学(株)
　D312 (株)ライスター・テクノロジーズ
　D206 (株)ライフエッグ
　D319 (株)ラインアイ

Real 2020 Showcase
S09 (株)アマダホールディングス
S05 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
S22 東京2020公認プログラム パラスポーツエンターテイメント
S08 ファナック(株)
S04 (株)メディア工房/小派科技（上海）有限責任公司
　C079 (株)リクルートコミュニケーションズ
　H049 (株)レイトロン
　D327 レシップ エスエルピー(株)
　C032 レノボ・ジャパン(株)
　D090 ローム(株)

  カイオニクス
  ラピスセミコンダクタ(株)

　C127 (株)ワイドテック
　C147 ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム

  オムロン(株)
  関西電子工業(株)
  翔エンジニアリング
  国立研究開発法人情報通信研究機構
  パナソニックシステムネットワークス開発研究所
  古野電気(株)

　S25 One JAPAN
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概要／イベント Outline/Event

公式Websiteに掲載している CEATECニュースのタイトルをご紹介。
多彩で魅力あふれる情報が盛りだくさん。

www.ceatec.com

Vol.015 2017.9.19

三井住友F Gが取り組むデジ
タルイノベーションとは？ 
「目指すのは、明日の金融に
サプライズを起こすこと」

Vol.016 2017.9.20

GNヒアリング　IoT機能を持つ
超小型スマート補聴器リサウンド・
リンクス3Dをデモ　遠隔サポート
機能で利用者の利便性を向上

Vol.018 2017.9.20

サムテック 誘電率・表面抵抗比
導電率を高精度に解析計算する
クラウドサービスを出展

Vol.019 2017.9.20

住宅建材のスペシャリスト、
LIXILはスマートホームにどう取り
組むのか？

Vol.020 2017.9.20

旭化成エレクトロニクス　「透明
人間テクノロジー」を利用した
プライバシー保護画像配信サー
ビス「透け撮るん SKETOLN」を
デモ

Vol.021 2017.9.21

精度数cm、衛星航法による自律
ドローンは、社会になにをもた
らすか？ 安全を確保する「衝突
回避」が実現すれば多数のドローン
が飛ぶ社会も……

Vol.008 2017.8.3

電機の展示会だったのに、なぜ
工作機械メーカーが初出展
するの？

Vol.012 2017.9.15

フィンテックで進化するMUFG
の金融サービス、2年連続で
「CEATEC JAPAN」に出展する
狙いとは

Vol.013 2017.9.15

パソコンサポート屋
IoT普及で拡大するセキュリティ
問題に対応
小型軽量・高機能な次世代型
UTMを低価格で提供

Vol.014 2017.9.19

自転車のランニングコストを
大幅低減「パンク激減・ご機嫌
チューブ」 悪路の多い観光地
や発展途上国での自転車利用
促進に一役　一心助け

Vol.001 2017.2.3

今年も“CPS/IoT”がテーマ、10
月3日～6日開催の「CEATEC 
JAPAN 2017」、出展者募集を2
月22日より開始

Vol.002 2017.2.2

CEATEC 2017の開催を決定
――10月3～6日、幕張で

Vol.003 2017.3.24

データを誰でも活用できるよう
に―、DataRobotが進める
「AIの民主化」

Vol.004 2017.6.15

携帯電話のSoCだけじゃない？！ 
大手半導体メーカーのメディア
テックが狙う次の一手

Vol.005 2017.6.27

A Iは人間がより人間らしい
仕事をするための存在―、
Preferred Networks

Vol.006 2017.6.27

札幌市に未来をインストールする
コンベンション「No Maps」が
10月5日から開催、「CEATEC 
JAPAN」とも連携

Vol.007 2017.8.1

「CEATEC JAPAN 2017」入場
事前登録開始、今年は「Society 
5.0」をテーマに10月3～6日
開催

CEATECニュース

Vol.010 2017.9.7

位置情報を活用したIoTインタラク
ティブサービスを採用ブースの訪問
履歴を記録、出展者情報をスマホで
簡単入手来場者情報を可視化し
ビッグデータ解析にも利用可能

Vol.011 2017.9.12

ネットを用いて遠隔地のデバイスで
アクションする「IoA」 ハプティクス
技術を双方向に拡張する「リアルハ
プティクス技術」実用化へ 慶應義塾
大学ハプティクス研究センター

Vol.009 2017.9.1

スマートホテルから赤ちゃんの
靴下までIoT化を支援 コストと
時間を大幅に短縮する米Ayla 
Networksのソリューション

Vol.017 2017.9.20

KOA　風の分布や動きを可視化・
データ化する最新技術Windgraphy
（ウィンドグラフィー）をデモ　セン
サーの基盤技術をベースに新たな
共創の出会いを探る
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Vol.044 2017.10.3

シーテックきょう開幕／「ＩｏＴ」
テーマ踏襲－課題解決型ビジ
ネス訴求

Vol.045 2017.10.3

シーテック「脱家電」鮮明
IoT目玉に生活未来図
住宅・金融など異業種も出展

Vol.046 2017.10.3

「S o c i e t y  5 . 0  B O O K」を
CEATEC JAPANで無料配布中、
“超スマート社会の実現”に取り
組む各業界を特集

Vol.047 2017.10.4

これからの家具は「鏡×IoT」が
主流に？

Vol.048 2017.10.4

「CEATEC JAPAN 2017」開幕。
クルマやモビリティ関連の出展
を写真で紹介

Vol.049 2017.10.4

シーテックから見えてきた、もは
や業界の境目など存在しない

Vol.050 2017.10.4

IoT・AIを活用したサービス・製品
が「IoTタウン」で勢ぞろい、業界
の垣根を超えて創出される新た
なビジネスモデル

Vol.051 2017.10.4

CEATEC AWARD 2017が発表 
カシオ2.5Dプリンタなど ──
どうやって決めている？

Vol.052 2017.10.5

【CEATEC JAPAN 2017】
イコヒー  AIを活用したチャット
ボットをデモ  AI技術をアピール

Vol.033 2017.9.28

カシオ計算機　メディア上に素材
の質感をリアルに再現！世界初
の『電磁波造形技術』を開発 
2.5Dプリントシステム「Mofrel
（モフレル）」出展

Vol.034 2017.9.29

東京工科大学   ディープラーニング
技術を用いたグループインタラク
ション解析・支援システム

Vol.035 2017.9.29

フランス発　コンパクトでスタイ
リッシュ、世界最速のスマート
ハンディスキャナー　アジアで
初披露

Vol.036 2017.9.29

新しい読書体験を提供する
電子本「全巻一冊 北斗の拳」を
CEATECで実体験しよう――
プログレス・テクノロジーズ

Vol.037 2017.9.29

デンソー　共創により、社会を
支える幅広い事業を展開　多彩
な最新成果を紹介

Vol.038 2017.10.2

韓国Gooo3D社 フォトポリマー
を紫外線で硬化させる3Dプリ
ンター「G Printer」を出展　
貴金属・宝石市場向けの専用機
を国内初披露

Vol.039 2017.10.2

神戸デジタル・ラボ　ディープ
ラーニングを用いた会話による
服の推奨システムを出展　テキ
ストによる自然言語認識、画像
認識も対応

Vol.040 2017.10.3

今日10月3日「CEATEC JAPAN 
2017」が開幕、667社・団体に
よる“Society 5.0”の展示会

Vol.041 2017.10.3

IoTに舵を切ったCEATEC、新規
出展が半数を占める

Vol.042 2017.10.3

「Society 5.0」のショールーム
目指すCEATEC、ITとエレは産業
のつなぎ手に

Vol.043 2017.10.3

いよいよファナックの“つながる
工場”サービス開始

Vol.022 2017.9.22

旅の専門家・JTBが考える“超
スマート社会”とは？　サイバー＆
フィジカルの融合社会における
「交流」の意義

Vol.023 2017.9.25

アーツエイハン　コストパフォー
マンスに優れた顔認識マーケティ
ングソリューション「BeeSight 
MARKⅡ」を出展

Vol.024 2017.9.25

「その技術をそう使うのか！」
バンダイナムコの「超スマート
社会」向けロボットとは？

Vol.025 2017.9.26

ハタプロ　商業AI小型ロボットと
LPWA技術を駆使して島全体を
IoT化 海外政府機関と共創

Vol.026 2017.9.26

最新テクノロジーとデータを
駆使して“動き”の感覚を掴む
スポーツトレーニングシステム
「ARC Mirror」を出展　FunLife

Vol.027 2017.9.26

低コストで環境に優しく明るく
きれいな “究極の有機EL”を日本
発の技術で開発――Kyulux

Vol.028 2017.9.26

過去最大の出展規模で米国企業
のAI、サイバーセキュリティ技術
を日本へ――米国大使館商務部

Vol.029 2017.9.26

AI、サイバーセキュリティから
IoTやウエアラブルまで――US
パビリオンの多彩な出展を紹介

Vol.030 2017.9.28

海馬　バージョンアップした
遠隔操作ロボット「C A I B A 
ROBOTS」の操作体験が可能

Vol.031 2017.9.28

AIと画像処理などの研究成果を
組み合わせてAIソリューション
を提案――みずほ情報総研

Vol.032 2017.9.28

モリサワ   クラウド対応レイアウト
エンジン「LayoutSquare」を出展
IoTに優れたデザインを提供
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コンファレンス／セミナー Conference /Seminar

10月3日（火）

10月3日（火）

宇陀 栄次 氏日英同時通訳

OP-1

日英同時通訳
FA-1

稲葉 善治 氏

長榮 周作 氏

川崎 秀一 氏

荻原 紀男 氏

日英同時通訳
KEY-1

キーノートスピーチ

日英同時通訳
KEY-2

日英同時通訳
KEY-3

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー

東京2020オリンピック・パラリンピック大会の目指すレガシーとイノベーション

ファナック株式会社
代表取締役会長 兼 CEO

IoTによる知能化工場への挑戦 ～FIELD system～

超スマート社会『Society5.0』に向けて
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  会長

パナソニック株式会社 取締役会長

繋ぎ続けて創る未来～業界を超えた共創イノベーション～

AIが創る未来とIoTを成長させる規制改革

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）  会長
沖電気工業株式会社 代表取締役会長

一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）  会長
 一般社団法人 日本IT団体連盟 理事･幹事長

株式会社豆蔵ホールディングス 代表取締役社長

ゲストスピーチ

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

14:15 - 15:00

15:15 - 16:00

16:15 - 17:00

コンベンションホール

総務省 総合通信基盤局  電波部
電波環境課 認証推進室  課長補佐 深津 徹 氏

15:00 - 17:00

「つながる機器の法令遵守」
－製造メーカが通信機器を出荷(組込)するには－

ICT-2

●我が国における無線設備の技術基準認証制度の動向

総務省  総合通信基盤局  電気通信事業部
電気通信技術システム課  課長補佐 丸山 誠二 氏

●我が国における電気通信端末機器の基準認証制度

(株)UL Japan コンシューマーテクノロジー事業部 
グローバルマーケットアクセス 山崎 亜沙美 氏

●欧州無線機器指令(RED)の最新動向

（一社）情報通信ネットワーク産業協会 
適合性評価委員会委員長 ((株)東芝) 室井 保彦 氏

●CIAJ適合性評価委員会の活動について

10:00 - 12:00

IoT、AI時代の「データを駆使した次世代農業」の展開に向けて
～農業データ連携基盤の創設とITベンダーの関わり方～

AGR-1

内閣官房 副政府CIO  情報通信技術（IT）総合戦略室長代理
慶應義塾大学  環境情報学部准教授

医学部准教授（兼担）神成 淳司 氏

農林水産省
農林水産技術会議事務局研究企画課・室長（技術政策）山田 広明 氏

Peatix Inc.   共同創設者／相談役 竹村 詠美 氏

慶應義塾大学大学院   特別招聘教授 夏野 剛 氏

農業生産法人 (株)サラダボウル 代表取締役 田中 進 氏
(株)クボタ 取締役専務執行役員 研究開発本部長  工学博士 飯田 聡 氏

静岡県 副知事 難波 喬司 氏

13:00 - 17:00SEC-1

IoT時代に求められるサイバーセキュリティ

横浜国立大学大学院環境情報研究院
先端科学高等研究院  准教授 吉岡 克成 氏

横浜国立大学大学院環境情報研究院
先端科学高等研究院  准教授 吉岡 克成 氏

パナソニック(株)
製品セキュリティセンター製品セキュリティグローバル戦略室

主幹技師 中野 学 氏
(一社) 重要生活機器連携セキュリティ協議会(CCDS)  代表理事 荻野 司 氏
経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課  企画官

(独)情報処理推進機構（IPA）技術本部
情報セキュリティ技術ラボラトリー長

モデレータ

土屋 博英 氏

金野 千里 氏

(独)情報処理推進機構(IPA)技術本部 
ソフトウェア高信頼化センタ― 研究員 博士(情報学)

公認情報セキュリティ監査人(CAIS) 金子 朋子 氏

● 講演 1

● パネルディスカッション

IoTにおけるサイバー攻撃の最新動向とその対策

● 講演 2

● 10:00-11:00 【第1部】2017年度総会
● 11:00-11:45 【第2部】基調講演
　 プレシンギュラリティ時代を生き抜くイノベーションとは？

　 IoTの現状と今後の展望

安全・安心なIoT社会の実現に向けたセキュリティ・バイ・デザイン

IoTを取り巻くセキュリティの課題と提言

201 会議室

10:00-11:45

IoT推進コンソーシアム 2017年度総会

IoT-2

コンベンションホール

東京大学公共政策大学院  教授
経団連21世紀政策研究所  研究主幹 有馬 純 氏

パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課題

慶應義塾大学 ハプティクス研究センター
副センター長／特任教授 永島 晃 氏

12:00 - 13:00

力触覚を実装したロボットが高齢化社会の課題を解決

RO-1

14:00 - 17:00

CPS/IoTトレンドセッション

IoTを活用したグリーン社会を目指して
- 第4回JEITA環境推進セミナー -

EN-1

● 基調講演

東京大学大学院  情報理工学系研究科  教授 江崎 浩 氏

デジタルネイティブなエネルギー・デマンド・チェーンの形成
－ ポジティブな省エネルギーの実現 －

● 基調講演

(株)日立製作所
産業・流通ビジネスユニット  産業ソリューション事業部

産業製造ソリューション本部
産業システムエンジニアリング部 担当部長 榎堀 武 氏

現場データの統合と可視化から始める”省エネIoT”の実現
日立IoTプラットフォーム「Lumada(ルマーダ）」による
エネルギーデータ統合実例

富士通(株) IoTビジネス推進室室長 須賀 高明 氏

IoTが支えるサステナブルなイノベーション
～ 富士通の“ヒューマンセントリックIoT”～

グリーンIT推進委員会
IT/IoTグリーン貢献専門委員会 副委員長

東芝デジタルソリューションズ(株)  技術統括部 環境推進担当 グループ長 上野原 望 氏

IT/IoTのCO2排出抑制への貢献について～JEITAの取り組み～

104 会議室

MCPC IoT・AI関連セミナー企画：
MCPCモバイルコンピューティング推進コンソーシアム

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム  IoT委員長高比良 忠司 氏

● 10:00‒10:20

● 13:30‒14:15

● 14:15‒15:00

● 10:45‒11:30

MCPCにおけるIoTの取り組み

MCPC award 2016 プロバイダー部門グランプリ受賞
(株)ソラコム 執行役員　セールスディレクター 柿島 英和 氏

● 10:25‒11:15
IoTビジネスを加速させる通信プラットフォーム「SORACOM」

(株)NTTドコモ　法人ビジネス本部
IoTビジネス部　ビジネス企画担当部長 髙橋 和彦 氏

● 11:25‒12:20
5G時代に向けた取組み

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 部長 原田 圭悟 氏

● 12:30‒13:25
KDDIのIoTビジネス戦略とIoT×AIソリューションについて

ソフトバンク(株)  法人事業開発本部事業開発第1統括部
コンサルティング推進室室長 吉田 政人 氏

● 13:35-14:30
ひろがるIoTの世界とソフトバンクの取組み

10:00 - 14:30MC-1

103 会議室

国際会議室

NEC Technologies (India)
Global Operations Director Platform Solutions,

Jaspreet Dhanjal 氏

10:45-11:30

インド・キーノート：IoT・エンジニアリングと研究開発
～より良い世界のためIoT製品を開発する～

IND-1

Global Head Engineering, IOT and Enterprise Mobility, Tech Mahindra
Co-Chair Engineering & Design (ER&D) Council, NASSCOM

カールティケヤン・ナタラジャン 氏
Wipro

APJ Head - Automation & HOLMES(tm) &
Distinguished Member of Technical Staff

Sriram Bhargav 氏

 13:30-15:00

インド・キーノート：AI
IND-2

イノベーション時代に挑戦する人と共に未来を切り開く
～日本を知り、グローバルを知る～

デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)
アドバイザリーサービス事業部長

●10:30-11:30

●12:30-14:00

実践するオープンイノベーション
オープンイノベーションについて

製造業イノベーションについて

イントレプレナーの重要性について

＜ヘルスケア/農業/物流/ライフスタイル/AI＞
モデレーター  デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)

ベンチャー支援事業部Morning Pitch担当

Morning Pitch 注目領域テーマ概観「IoT×各注目領域」

●14:30-15:30 “Drone前提社会“の到来

●16:00-17:00 グローバルイノベーショントレンド

10:00 - 17:00TR-1

本田 知行 氏

デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)
アドバイザリーサービス事業部 ロボット・ドローンインダストリーリーダー 瀬川 友史 氏

デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)
アドバイザリーサービス事業部 児山 欣典 氏

永石 和恵 氏

テラドローン(株)  代表取締役社長 徳重 徹 氏
Rapyuta Robotics(株)  最高財務責任者 松田 海 氏

デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)  海外支援事業部

102 会議室

他、各インダストリー担当

ベンチャーピッチ

みずほ証券 高橋 雄一 氏
Drone Fund 舟波 大地 氏

パネルディスカッション

デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株) 
ベンチャー支援事業部

モデレータ
松本 雄大 氏

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

次世代デジタルエンタープライズを可能にする人工知能

“Creating smarter societies through IoT”
「IoTを通してよりスマートな社会を造る」

コンファレンス／セミナープログラム

幕張メッセ国際会議場では4日間にわたり、CEATECコンファレンスが開催された。主催3団体の会長によるキーノートスピーチをはじめ、人工知能(AI)、
フィンテック、観光、スマートシティ、自動運転、スマートホーム、サイバーセキュリティ、次世代農業といったテーマや、5 G、データ利活用、
オープンデータなどのSociety 5.0をキーファクターとするセッションが展開された。聴講者は、延べ26,928名（前年比3.7%増）となり、大盛況を博した。
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SCOPE オーラルセッション Ⅴ（各7分）
ワイヤレス
14:00-15:00

C-5

信州大学 不破 泰  氏

災害状況を遠隔地から把握するセンサーネットワークのための災害に柔
軟に対応する通信インフラシステムの研究開発

C-6

富山大学 堀田 裕弘 氏
発光・蓄光金属を用いた災害危険度感知センサーとそのセンサーネッ
トワーク展開の研究開発

C-7
徳島大学 光原 弘幸 氏

“命を守る”ためのICT活用地域密着型防災システム

C-8
五大開発(株) 荒木 光一 氏

ヘテロジニアスな分散処理システムにおける空間ビッグデータ処理の
高速化技術の研究開発

広帯域短パルスレーザーを用いたテラヘルツ電場検出技術の開発と応用C-9
横浜国立大学 片山 郁文 氏

C-10

名古屋工業大学 分島 彰男 氏
ミリ波による高速通信の拡大を牽引するSi基板上の窒化物半導体ト
ランジスタの研究開発

C-11

(株)国際電気通信基礎技術研究所 岩井 誠人 氏
5Gに向けた高度化マルチキャリアによる柔軟な多元接続の研究開発

高SHF帯ビームフォーミングアンテナ用超小型 ダイレクト
RFサンプリング受信機の研究開発

C-12
東北大学 末松 憲治 氏

C-13
首都大学東京 福地 一  氏

21GHz帯衛星放送のための降雨減衰対策技術の研究

C-14

大阪大学 渡辺 尚  氏
アプリケーショントラヒックとユーザ特性を考慮した高効率無線ネッ
トワークアーキテクチャの研究開発

C-15

名古屋工業大学 安在 大祐  氏
インプラントデバイスおける高速・高信頼化を実現する超広帯域無線
通信方式の研究開発

13:00-15:00

総務省ICTイノベーションフォーラム2017
D会場

304 会議室

SCOPE オーラルセッション Ⅲ  （各7分）
最先端ICT技術開発

人と社会にやさしいICT

能動的3次元通信エリア制御を用いた複数無人航空機による同時観
測技術の研究開発

D-1 

室蘭工業大学 樋口 健 氏
D-2

東京工業大学 鈴木 左文 氏
高指向性アンテナ一体集積ワンチップテラヘルツ無線通信デバイス
の研究

D-3

早稲田大学 戸川 望 氏
設計工程に侵入したハードウェアトロイの検出と耐ハードウェアト
ロイ設計技術の研究開発

D-4
北海道大学 笹倉 弘理 氏

光ファイバー量子ビットデバイスを用いた量子シミュレータ
の基盤技術開発

D-5

東北大学 北 智洋 氏
大容量光通信用高機能シリコンフォトニック波長可変レーザの開発

D-6

(株)国際電気通信基礎技術研究所 萩田 紀博 氏

人通りが多い日常環境でサービスする接客ロボットやロ
ボットサイネージのための社会的知能の研究開発

身体スキーマの操作によるテレプレゼンス追体験の研究開発D-7

首都大学東京 池井 寧 氏
D-8

東京大学 高野 渉 氏
人間の大規模行動認識のための社会実装技術に関する研究開発

D-9

名古屋大学 岡本 正吾 氏
高品質触感ディスプレイと感性空間で消費者と開発者をつ
なぐ触感デザイン支援システム

観光客の満足度向上のための情報提供技術の研究開発D-10
宇都宮大学 渡辺 裕 氏

D-11

広島市立大学 難波 英嗣 氏
訪日外国人旅行者を対象とした地域情報マイニング技術の研究開発

D-12
愛媛大学 有馬 誠一 氏

 ICT利用による情報化農業確立のための害虫発生モニタリングシ
ステムの開発

D-13

長崎県立大学 森田 均 氏

Webナビゲーションと近距離無線通信技術によって
公共交通の体系化を促し地域発ITSモデルの構築を目指す研究開発

D-14

九州工業大学 中村 勝一 氏
実空間情報連動型ネットワークシステムの研究開発

D-15

東京大学 相澤 清晴 氏
漫画・イラストのマルチメディア処理に向けた基盤技術研究

世界中で増え続ける ICT 分野における「ギネス世界記録TM」。
ICT で「ギネス世界記録TM」を目指すには？

総務省 国際戦略局長  今林 顯一 氏

ギネスワールドレコーズジャパン(株)～「匠ニッポン」プロジェクト～

開会

特別講演1

10:00-16:30

10:00-10:10

10:10-10:50

A会場

小川 エリカ 氏
上田 学 氏
福田 正 氏

総務省における研究開発施策について
総務省における取組の紹介

15:10-16:10

16:10-16:30

コミュニケーションロボットがもたらすイノベーションの可能性
大阪大学 栄誉教授

特別講演2

石黒 浩 氏

総務省 国際戦略局 技術政策課長 布施田 英生 氏

ICT重点技術の研究開発 オーラルセッション （各20分）
スマートなインフラ維持管理に向けたICT基盤の確立A-1

13:00-14:00

(株)エヌ・ティ・ティ・データ 中村 好孝 氏
A-2

(株)デンソー 難波 秀彰 氏

ICTを活用した次世代ITSの確立
＜SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）＞
（Ⅰ 自動走行システムに必要な車車間通信・路車間通信技術の開発）

A-3

日本電信電話(株) 川村 龍太郎 氏

自律型モビリティシステム
（自動走行技術、自動制御技術等）の開発・実証

11:00-14:00

総務省ICTイノベーションフォーラム2017
B会場

302 会議室

SCOPE オーラルセッションⅠ （各7分）
医療

SCOPE オーラルセッション Ⅳ （各7分）
健康・介護

次世代ヒューマンセンシングに向けたRGB-X イメージングシステム
の研究開発

B-1 

11:00-12:00

13:00-14:00

東京工業大学 奥富 正敏 氏
B-2

電気通信大学 宮脇 陽一 氏
神経情報表現に基づく高速物体画像認識アルゴリズムの研究開発

B-3

山梨大学 浮田 芳昭 氏
デジタルプロトタイプ型ラボオンチップによる革新的医療基盤の創成

B-4

東京大学 小谷 潔 氏

多感覚拡張現実感提示技術を用いた脳
－機械インタフェースの開発と機器操作・パーソナルモビリティ支援

B-5

弘前大学 野坂 大喜 氏
光学センシング技術を用いた非侵襲輸液血管外漏出遠隔
モニタリング支援システムの開発

B-6

長野県工業技術総合センター 大森 信行 氏
嚥下筋活動のセンシングと嚥下補助食品への応用に関する研究

B-7

名古屋大学 郷間 宏史 氏
「措置入院」の診察のためのセキュアな精神保健指定医決定システム
の開発

B-8

川崎医科大学 下屋 浩一郎 氏
妊娠・出産・育児支援コミュニティ・ネットワークの研究開発

食と健康のライフイノベーションを実現するための
レコメンドシステム開発研究

B-9

北海道情報大学 西平 順 氏
B-10

京都大学 川上 浩司 氏

学校健診データベース構築による地域健康増進と
新規ヘルスケアニーズの探索の研究開発

B-11

奈良県立医科大学 小林 浩 氏
循環器疾患患者を対象とした在宅ヘルスケア・システムの研究開発

11:00-15:00

総務省ICTイノベーションフォーラム2017
C会場

303 会議室

SCOPE オーラルセッションⅡ （各7分）
センサーネットワークとデータ活用

グラフ信号処理によるセンサーネットワークデータ解析手法の研究開発C-1 

11:00-12:00

東京農工大学 田中 雄一 氏
C-2

東京大学 小林 博樹 氏
生態相互作用を利用した省電力な野生動物装着型鳴き声
センサ・ネットワーク機構

C-3

大阪電気通信大学 上善 恒雄 氏
走行車両からのセンサデータを収集・処理するための階層化クラウド
とその応用に関する研究開発

C-4

岩手県立大学 新井 義和 氏
準静電界センシングによる路面状態推定技術を利用した交通問題対策
の研究開発

低炭素・省エネルギー化
M2M通信を活用した再生可能エネルギー由来の
充電 ステーションシステムの開発

B-12

琉球大学 浦崎 直光 氏
B-13

公立はこだて未来大学 和田 雅昭 氏

漁船排出CO2の削減を目的としたICTを活用した
定置網漁支援に関する研究開発

コンベンションホール B

コンベンションホール A

IoTがもたらすモビリティの将来

IoTがもたらすモビリティーイノベーション

10:30 - 13:15CAR-2

第5世代移動通信システム（5G）ワークショップ2017

14:00 - 17:30ICT-3

14:00 - 17:00AI-1

CEATEC × 産総研 人工知能カンファレンス【1】  AI × ものづくり

特定非営利活動法人ITS Japan   専務理事 天野 肇 氏

特定非営利活動法人ITS Japan   専務理事 天野 肇 氏

● 10:30-11:00 基調講演

つながる時代のモビリティーの可能性
(一社)日本自動車工業会 モーターショー特別委員会

主催者テーマ展示分科会  分科会長 山本 昭雄 氏

(一社)日本自動車工業会 モーターショー特別委員会
主催者テーマ展示分科会  分科会長 山本 昭雄 氏

クラリオン(株)   執行役 CTO  兼  技術戦略本部 本部長

自動運転時代到来によるクラリオンの取り組み
國井 伸恭 氏

クラリオン(株)   執行役 CTO  兼  技術戦略本部 本部長 國井 伸恭 氏

(株)ディー・エヌ・エー
執行役員　オートモーティブ事業本部長 中島 宏 氏

(株)ディー・エヌ・エー 
執行役員  オートモーティブ事業本部長 中島 宏 氏

● 11:00-11:30 講演Ⅰ

● 11:30-12:00 講演Ⅱ

IoTがもたらすモビリティーイノベーション
● 12:30-13:15 パネルディスカッション

● 12:00-12:30 講演Ⅲ

総務省● 開会挨拶

５ＧＭＦ  会長
京都大学  名誉教授 吉田 進 氏

総務省
新世代移動通信システム推進室長 中里 学 氏

５ＧＭＦ総合実証試験推進グループリーダ
(株)ＮＴＴドコモ 奥村 幸彦 氏

韓国 5G Forum Prof. H.W. LEE

● 基調講演

2020年の5G実現に向けた取組● 

5G実証実験推進グループの活動状況-日韓連携に向けた取組-● 

(株)ＮＴＴドコモ 奥村 幸彦 氏
ＫＤＤＩ(株) 松永 彰 氏

ソフトバンク(株)

モデレータ

パネリスト

パネリスト

司会

吉野 仁 氏

5G実証試験プロジェクトの実施概要● 

５ＧＭＦ技術委員長
大阪大学　教授 三瓶 政一 氏

(株)大林組 古屋 弘 氏

ソニー(株) 島田 啓一郎 氏
(株)ＮＴＴドコモ 中村 武宏 氏

ソフトバンク(株) 吉野 仁 氏

韓国 5G Forum Prof. H.W.LEE
ＫＤＤＩ(株) 松永 彰 氏

パネルディスカッション
5Gサービスの実現に向けた実証実験の最新動向と今後の展望

● 

16:40-17:00● 

自動運転時代の新たなモビリティーサービスへの挑戦

日英同時通訳

日英同時通訳

10月3日（火） 10月4日（水）

総務省ICTイノベーションフォーラム2017

301 会議室

11:00-12:00

AIN基板上深紫外LEDとその応用

NW-1

スタンレー電気(株)   研究開発センター 木下 亨 氏

12:30 - 13:30

OPTiM AI・IoT新製品発表会

NW-2

(株)オプティム

14:00-15:00 

深層学習を全ての人へ。 
DEEP Analyzerによる人工知能開発の実際

NW-3

(株) UEI  代表取締役社長兼CEO 清水 亮 氏

15:30-16:30 

「企業」と「中高生」による新製品共創プラットフォーム
「Mono-Coto Innovation」

NW-4

(株) CURIO SCHOOL   代表取締役 西山 恵太 氏

新技術・新製品セミナー/出展者セミナー

展示会場内ホール 5

ロボットと人工知能
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー

及び 人工知能研究センター 研究センター長 辻井 潤一 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー
及び 人工知能研究センター 研究センター長 辻井 潤一 氏

● 14:00-14:40

世界で進む「ビッグデータ分析×人工知能 時代 」へのシフトと日本の未来
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)

国際アドバイザリー事業部　副部長
ドイツ連邦共和国 ザクセン州経済振興公社　日本代表部代表 尾木 蔵人 氏

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)
国際アドバイザリー事業部　副部長

ドイツ連邦共和国 ザクセン州経済振興公社　日本代表部代表 尾木 蔵人 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
理事/情報・人間工学領域　領域長 関口 智嗣 氏

● 14:40-15:20

「人」が主役となる新たなものづくり
－人の能力を引き出し、拡張する、現場力×機械の協働に向けて－

三菱電機(株)   先端技術総合研究所
自律制御システム開発プロジェクト プロジェクトマネージャー 佐藤 智典 氏

三菱電機(株)   先端技術総合研究所
自律制御システム開発プロジェクト プロジェクトマネージャー 佐藤 智典 氏

● 15:20-16:00

ソフトウェア工学からみた機械学習
国立情報学研究所   教授 中島 震 氏

国立情報学研究所   教授 中島 震 氏

● 16:00-16:40

ラップアップセッション
パネリスト

モデレータ

代表取締役

ゲスト：米国 MODE 社（IoT ベンチャー企業）代表

コーディネータ：「異能 vation」事務局
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コンファレンス／セミナー Conference /Seminar

102 会議室

105 会議室

301 会議室

303 会議室

自動車のセキュリティ脅威事例と課題
名古屋大学

大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター   特任准教授 倉地 亮 氏

ネットワークカメラシステムの動向
～監視カメラのIoT化とインバリアントサービス～

JEITA 監視カメラシステム専門委員会  委員長
(日本電気(株)) 小林 尚樹 氏

(株)アイ・ティ・アール
チーフ・アナリスト マーク アインシュタイン 氏

身近なIoTプロジェクト
（IoTサービス創出支援事業）中間成果報告会

実証プロジェクト実施 17 団体によるプレゼンテーション

IoTとコネクテッド・インダストリー-2017年の最新動向

(一社)電子情報技術産業協会
ITプラットフォーム事業委員会

ITプラットフォーム事業委員会／委員長 村野井 剛 氏
プラットフォーム市場専門委員会／委員長 香川 弘一 氏
プラットフォーム企画専門委員会／委員長 三木 和穂 氏

ITトレンド調査
～クラウド/ビッグデータ/IoT/AI利用動向とプラットフォーム～

10:00 - 12:30INT-1

フレンチテック セミナー

13:30 - 15:00RO-3

スマートスピーカーとロボットが変える未来とその技術
ロボットスタート(株)  取締役「ロボスタ」編集長 望月 亮輔 氏

ロボットスタート(株)  開発部 ロボットエバンジェリスト 西田 寛輔 氏

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会  専務理事 笹岡 賢二郎 氏

Aryballe Technologies

フレンチテックの紹介● 10:15-10:25

来日したフランスのスタートアップ5社よりプレゼンテーション
● 10:25-11:25

在日本のフランスのスタートアップ2社よりプレゼンテーション
● 11:25-12:45

Fanny Turlure 氏
LinkIO Kevin Berton 氏

Mobile Tech People Vincent Guinier 氏
Sensewaves Fivos Maniatakos 氏

Ubudu Francois Kruta 氏

Devialet
Business Development Japan Lucas FENECH 氏

Magency
Managing Director Japan Steve FURUKUBO 氏

15:30 - 17:00ST-1

IoT市場を拡げる注目の新ビジネス～スタートアップ企業のご紹介～

10:00 - 17:00

NRIテクノロジーセッション

WO-1

49%の労働を代替しうる「デジタル・ワークフォース」の可能性
● 10:00-10:45

(株)野村総合研究所   ビジネスIT推進部 テクニカルエンジニア 盛 慎 氏

(株)野村総合研究所  ビジネスIT推進部 グループマネージャー 寺田 知太 氏

デザインシンキング～AIブームの最中で求められる''DESIGN''の力～
● 11:00-11:45

(株)野村総合研究所 ビジネスIT推進部  上級コンサルタント 柴谷 雅美 氏
AI時代のデジタルトランスフォーメーション

● 12:00-12:45

(株)野村総合研究所   ビジネスIT推進部  上級研究員 長谷 佳明 氏

企業のコミュニケーションを刷新する
エンタープライズチャットプラットフォームとは

● 13:00-13:45

(株)野村総合研究所   ビジネスIT推進部  上級研究員 鷺森 崇 氏

AIアシスタントデバイス
～普及が始まる音声対話型デバイスが実現する世界～

● 14:00-14:45

(株)野村総合研究所   ビジネスIT推進部  上級研究員 藤吉 栄二 氏
実用化へと向かう、量子コンピュータの最新動向

● 15:00-15:45

(株)野村総合研究所   ビジネスIT推進部  上級研究員 亀津 敦 氏
生体データを用いたパスワードレス認証の動向

● 16:00-16:45

12:45 - 13:45

ソフトロボティクスと未来社会

RO-2

慶應義塾大学  ハプティクス研修センター
センター長／理工学部教授 大西 公平 氏

14:00 - 15:00

アマダIoT「V-factory」がモノづくりを変える！

FA-2

(株)アマダホールディングス
アマダIoT推進プロジェクト プロジェクトリーダー 横山 匡 氏

CPS/IoTトレンドセッション

コンファレンスゴールドスポンサー

15:15 - 16:15

IoTを巡る市場の現実とその展望

MA-1

ストラテジーアナリティクス
バイスプレジデント デイビッド・カー 氏

ストラテジーアナリティクス
イマージング・デバイス戦略部、ディレクター ケン・ヘイヤーズ 氏

16:30 - 17:30

IoT時代のビジネスモデルと海外でのIoT投資動向

INT-4

15:00 - 17:00SA-1

11:00 - 12:00MA-2

12:30 - 13:30

14:00 - 16:00SEC-2

16:30 - 17:30SEC-3

PL-1

フロスト＆サリバン ジャパン(株)  副社長 長竹 宏 氏

ウェルネスデータ（株）
　

（株）トレイル
　

エブリセンスジャパン（株）
　

ほか4社を予定

201 会議室

10:10 - 12:15

情報・産業システム部会セミナー 
CEATEC JAPAN 2017　オープンデータサミット
～オープンデータがもたらすイノベーションとは？～

DA-1

JEITA情報・産業システム部会　部会長
日本電気(株)　執行役員常務 福田 公彦 氏

● 10:10-10:15 開会挨拶

JEITA情報・産業システム部会　副部会長
横河電機(株)　取締役　専務執行役員 中原 正俊 氏

● 12:15-12:18 閉会挨拶

オープンデータがもたらすイノベーション

今注目を集めるFinTechが与える影響は
金融業界にとどまることなのか？

東京大学大学院情報学環・教授
ユビキタス情報社会基盤研究センター長 越塚 登 氏

気象庁長官 橋田 俊彦 氏

● 10:15-10:35

気象データとそのビジネス利活用
● 10:35-10:55

国土地理情報のオープンデータ化
国土地理院長 村上 広史 氏

総務省   官房総括審議官（情報通信担当）吉田 眞人 氏

● 10:55-11:15

総務省のオープンデータ戦略
● 11:15-11:35

東京大学大学院情報学環・教授
ユビキタス情報社会基盤研究センター長 越塚 登 氏

気象庁長官 橋田 俊彦 氏
国土地理院長 村上 広史 氏

総務省  官房総括審議官（情報通信担当）吉田 眞人 氏

オープンデータがもたらすイノベーション
● 11:35-12:15 パネル討論

コーディネーター

パネリスト

304 会議室

ビルでも！街でも！工場でも！つなぐIoTソリューション「HD-PLC」
HD-PLCアライアンス 会長 荒巻 道昌 氏

井入 泰弘 氏

● セッション #1
　 ビルでも！街でも！工場でも！ HD-PLC アライアンス各社取り組み

● セッション #2
　  ビルでも！街でも！工場でも！ HD-PLC アライアンス各社取り組み Part2

● マーケティングワーキンググループ活動報告

● 実証報告とQuatroコアのご紹介（技術ワーキンググループ報告）

● 基調講演 1
　 電気事業の変容に対応する東京電力グループのデジタル化の取り組み
　  ～プラットフォームビジネスにおけるＨＤ－ＰＬＣへの期待～

● 基調講演 3
　 高速モデムで大きく変化！新産業革命って、本当 ?

● セッション #3
　  HD-PLC によるスマート IoT アプリケーション

● 基調講演 4
　 パナソニックの「HD-PLC」への取組み

● 基調講演 5
　 欧州標準化最新動向（英日逐次通訳）

　 同軸線モデムの導入例

　 「HD-PLC」向けソフトウェアソリューションのご紹介

　 「HD-PLC」ビジネス、先行する中国動向のご紹介

● 開会の挨拶

HD-PLCアライアンス マーケティングWG議長
(株)メガチップス 営業本部 営業統括部 プロダクト営業部 1課 主任

古賀 久雄 氏
HD-PLCアライアンス 技術WG実証作業部会主査
パナソニック(株) コネクティッドソリューションズ社
イノベーションセンターＰＬＣ事業推進室　主幹

北島 尚史 氏

東京電力ホールディングス(株)
技術・環境戦略ユニット技術統括室長
 兼 経営企画ユニット企画室(技術担当)

● 東京電力 HD の新事業への取り組みと「HD-PLC」への期待

田中 真 氏

東京電力ホールディングス(株)
新成長タスクフォース事務局　部長

HD-PLCアライアンス IoTインフラWG議長

　 BlueChip PLC 産業向け国際標準規格への適用

小西 正洋 氏
(株)メガチップス

ASSP事業本部通信インフラ事業部 事業部長

　 「HD-PLC」当社実績と規制緩和を見据えた取り組み

駒嶺 寛人 氏
ミネベアミツミ(株)

営業本部　製品営業統括部　車載部品営業部

　 パナソニックの「HD-PLC」の具体的な展開事例

田中 祥介 氏
パナソニック(株)

ビジネスイノベーション本部　IoT事業推進室　HD-PLC市場推進担当  主幹

コンファレンスシルバースポンサーHD-1 9:50 - 17:30

104 会議室

10:00-11:00FIN-5

『世の中のヒット商品が大きく変わる？
～Fintechの加速が他業界（非金融業界） へ与える影響について～』

(株)ZUU  代表取締役社長 冨田 和成 氏

宮崎 富弥 氏

高速PLC利活用拡大を目指した高速電力線通信推進協議会(PLC-J)のアクション状況

HD-PLCアライアンス　上席副会長
パナソニック(株)ビジネスイノベーション本部 IoT事業推進室

兼　コネクティッドソリューションズ社
イノベーションセンターＰＬＣ事業推進室 推進総括

根岸 英彦 氏DXアンテナ(株)  開発本部　技術規格室　室長

江坂 忠晴 氏
パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社　常務

イノベーションセンター　所長

● セッション #4
　 スマートホーム IoT と国際規格の海外動向

● 特別講演
　  IoT 時代のスマートホームと伝送技術

高草木 恵二 氏
高速電力線通信推進協議会　運営委員長

パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社
ＣＮＳＣＴＯ室　技術渉外課　課長

丹 康雄 氏国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学    教授

Jean-Philippe Faure 氏
IEEE-SA、Board of Governors

Progilon社 CEO

　 HD-PLC スマートメーターの導入事例とパフォーマンス
辰巳 俊雄 氏ヌリテレコム(株) プロダクト開発部   部長

● 閉会の挨拶 荒巻 道昌 氏HD-PLCアライアンス   会長

各セッションの間で、当アライアンス会員によるHD-PLC展示コーナーを、セミナー会場内にオープンいたします

長谷川 聡 氏
(株)ユビキタス　常務取締役
九州工業大学　客員教授

三宅 隆則 氏HD-PLCアライアンス  副会長

参加協力企業：
(株)アイ・オー・データ機器、パナソニック(株)、東朋テクノロジー(株)、AcBel Polytech, Inc.、
Avalent Technologies, Inc.、(株)ダイヘン、DXアンテナ(株)、Egretcom(株)、Glexer、九州計測器
(株)、(株)メガチップス、 ミネベアミツミ(株)、ヌリテレコム(株)、沖電気工業(株)、Progilon Srl.、 ルネ
サスエレクトロニクス(株)、ローム(株)、上海PMS Co., Ltd.、 新光商事(株)、(株)ソシオネクスト、東京
電力ホールディングス(株)、(株)ユビキタス（順不同)

11:30 - 13:30SEC-4

産業基盤の保護とサイバーセキュリティ
～サイバー攻撃から産業基盤を守る～

（独）情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター
産業サイバーセキュリティセンター長

((株)日立製作所  取締役会長  兼  代表執行役) 中西 宏明 氏

モデレータ

パネリスト

（独）情報処理推進機構　産業サイバーセキュリティセンター
副センター長 片岡 晃 氏

富士ゼロックス(株)
執行役員　CS品質本部　本部長 松浦 智之 氏

(株)日立製作所
IT統括本部　本部主管兼ITセキュリティ統括部長 村山 厚 氏

アステラス製薬(株)
情報システム部長 須田 真也 氏

● 講演

日英同時通訳

10月4日（水）

● セッション 2：協会理事らによるパネルディスカッション

● セッション 1：日本ディープラーニング協会 設立発表

14:45-16:30

日本ディープラーニング協会 設立発表シンポジウム

AI-3

1． 冒頭挨拶（経済産業省）
2． 理事長からの挨拶および設立背景の説明
     （協会理事長：松尾豊 （東京大学大学院工学系研究科 特任准教授)）
3. 今後の事業内容の発表（協会事務局長）

日本におけるディープラーニングの産業活用動向と課題

● 10:55-11:55
セッション 2：大手・中堅企業と AI ベンチャー企業連携の先進的取組

(株)経営共創基盤
代表取締役CEO 冨山 和彦 氏

● 12:00-12:55
セッション 3：中小企業・地域の先端的取組

法政大学大学院
デザイン工学研究科　客員教授 松島 桂樹 氏

● 13:00-13:55
セッション 4：ベンチャー・エコシステム形成の方向性

NewsPicks
編集長 佐々木 紀彦 氏

小島プレス工業(株)
総務部参事 兼子 邦彦 氏
(株)由紀精密

取締役 笠原 直樹 氏
シタテル(株)

finance director 杉村 和哉 氏

(一社) 日本ベンチャーキャピタル協会
会長 仮屋薗 聡一 氏

(株) ispace
代表取締役/ HAKUTO チームリーダー 袴田 武史 氏

(株) ブイキューブ
代表取締役社長CEO 間下 直晃 氏

経済産業省
経済産業政策局　新規産業室長／産業資金課長 福本 拓也 氏

(株)グリッド
テクノロジーソリューショングループ　エバンジェリスト 蝦名 拓也 氏

千代田化工建設(株)
ChAS・ライフサイエンス事業本部　AIソリューションユニット　GM 井川 玄 氏

(株)ABEJA
Platform Division Business Development Manager 書上 拓郎 氏

東京急行電鉄(株)
都市創造本部 開発事業部 事業計画部 企画担当 加藤 由将 氏

LeapMind(株)
取締役COO 渡辺 一矢 氏
大日本印刷(株)

ABセンター コミュニケーション開発本部 生活者情報ビジネス開発ユニット
買い物情報ビジネス企画開発部 サービス企画グループ 鹿島 大策 氏

● 10:30-10:50
セッション 1：Connected Industries 概要

オープニング：コンセプトムービー上映

10:30-14:00

CEATEC JAPAN 2017 「Connected Industries」シンポジウム

SP-4

2 階 国際会議室

日英同時通訳

経済産業省
商務情報政策局　大臣官房審議官 前田 泰宏 氏

● 10:30
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10:00-13:00

篠原 弘道 氏電子情報通信学会 会長

舘 剛司 氏

12:20 -12:50

12:50

10:00-10:15

10:15-12:15

パネル討論

閉会

開会挨拶

1. 『東京2020大会を支えるテクノロジー』

栗山 浩樹 氏

2. 『２０２０レガシー 
　　～スマート＆ユニバーサル ソサイエティ～』

 山本 圭司 氏
3. 『コネクティッドで広がるスマートモビリティー社会』

秋山 哲男 氏中央大学  研究開発機構教授
4. 『情報ユニバーサルデザイン』

久保田 穣 氏日本観光振興協会 副理事長

5. 『人口減少社会における交流人口拡大
　   ～インバウンド4000万人時代に向けて～』

 桑原 英治 氏

杉山 一雄 氏
各パネリスト

モデレータ : 電子情報通信学会 企画理事

6. 『先端技術で進化する警備サービス 
　   －東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて－』

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
テクノロジー サービス局  局長

トヨタ自動車(株) 常務役員

コンベンションホールA

13:00-13:05

13:05-13:50

イントロダクション 

河北 真宏 氏

電子ディスプレイ研究専門委員会

13:00-17:00

電子ディスプレイシンポジウム
－高臨場感から超臨場感へ－

2020年にむけた電子情報通信の進化
～東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて～

空間像再生型の立体表示技術

13:50-14:35

山本 健詞 氏
Hologram Printing Technology （HOPTECH）
とその応用

14:35-15:20

斉藤 英雄 氏

電子ディスプレイ研究専門委員会

Augmented Visualization コンピュータビジョン
による現実の拡張表示法

16:15-17:00

牧野 泰才 氏

触覚ディスプレイの研究動向
ー振動触覚から空中触覚提示までー

山口 雅浩 氏

NHK放送技術研究所

情報通信研究機構(NICT)

慶應義塾大学

東京大学

東京工業大学

15:30-16:15 ホログラフィック・ライトフィールド・ディスプレイと
３Dタッチ

国際会議場1階 103号室

電子情報通信学会 

特別シンポジウム電子情報通信学会 

東京支部電子情報通信学会 

伊丹 誠 氏
（一社）電子情報通信学会東京支部長

東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 教授

14:00 - 14:05 開会挨拶

閉会挨拶

清水 雅史 氏ユーピーアール(株) スマートパレット事業本部  開発部長

14:05 - 14:35 920MHz帯アクティブRFID利用
スマートパレットの運用事例

上石 勲 氏
国立研究開発法人防災科学技術研究所

気象災害軽減イノベーションセンター副センター長

14:35 - 15:05 気象災害軽減イノベーションセンターによる
防災×IoTのとりくみ

長坂 康史 氏広島工業大学 情報学部 情報工学科 教授

15:05 - 15:35 Device2Cloudコンテスト：
学生たちの挑戦とものづくり人材育成

木下 良一 氏
15:45 - 16:15 スイートピー栽培における環境制御とIoTの取組み

鈴木 勝彦 氏

16:15 - 16:45 NTT西日本のLPWAネットワークを活用した
新たなビジネス創出

伊丹 誠 氏

スイートピー栽培農家

西日本電信電話(株)
アライアンス営業本部 ビジネスデザイン部担当部長

（一社）電子情報通信学会東京支部長
東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 教授

16:45 - 16:50

IoTの広がる応用、その展望と課題 
～次の価値を生み出すために～

14:00-16:50 国際会議場1階 104号室

綜合警備保障(株)
経営企画部 兼 商品サービス企画部 執行役員待遇

日本電信電話(株)
取締役  新ビジネス推進室長・2020準備担当

301 会議室

本条 智仁 氏

13:30-16:25

IoT×ものづくりへの挑戦　第4回 IoT Lab Selection 最終審査

LAB-1

IoT推進ラボ座長((株)経営共創基盤 代表取締役CEO)
経済産業省 冨山 和彦 氏

冨山 和彦 氏

開会挨拶
● 13:30-13:40

１、 （株）レクサー・リサーチ
「新AI／超並列シミュレーション最適化による生産マネジメント革新とモノづくり基盤の強化」

２、 （株）O：
「世界初、体内時計を可視化して、 睡眠改善/生産性向上させるサービス」

３、 （株）Arblet
「高齢者見守りを支援するバイタルネットワーク」

４、 （株）OTON GLASS
「OTON GLASSー読む能力を拡張するスマートグラスー」

５、 （株）タナカ技研
「ガラス精密加工現場が考えるIRカットフィルタ外観検査の自動化」

課題解決型IoT Lab Selection 最終プレゼン審査
● 13:40-15:20

オムロン(株)
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 企画室

IoTプロジェクト　経営基幹職

講演（テーマ：ものづくり）
● 15:30-16:00

第4回 IoT Lab Selection 表彰式
● 16:00-16:25

講評：IoT推進ラボ座長（（株）経営共創基盤 代表取締役CEO）

10:00 - 11:00

新たなトレンド創出は地方！ローカル局パワー「地方力」とは？ 
～短期間、少人数、少予算で仕掛けるソリューションビジネス～

TR-2 CPS/IoTトレンドセッション

広島テレビ放送(株)
編成局コンテンツ本部  イノベーション事業部長 藤村 直己 氏

コンベンションホール B

コンベンションホール A

10:00 - 12:00WO-2

国際会議室

10:00 - 11:00

ICTによる成長戦略

SP-1

11:30 - 12:30SEC-5

PwCの取り組みにより見えてきた、コネクテッドカーの明るい未来!?
 ～ハッカーの魔の手は自動車業界を震撼させるのか！？～

PwCサイバーサービス（同）
サイバーセキュリティ研究所  所長 神薗 雅紀 氏

13:00 - 15:00

アメリカ大使館主催キーノートセッション
TECH CRUNCH/ Engadgetとのコラボレーション企画
米国 AI/IoT テクノロジー最前線

INT-2

CPS/IoTトレンドセッション

15:30 - 17:30

IoTタウン特別コンファレンス
スマートホームで暮らしが変わる
～ハウス／住設機器／家電／サービスのつながりにより描く
　新たな“住まい価値”の創造～

HO-1

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 教授 丹 康雄 氏

シャープ(株)
IoT通信事業本部 IoTクラウド事業部 事業部長 白石 奈緒樹 氏

(株)LIXIL
Technology Research 本部 システム技術研究所 所長 三原 寛司 氏

楽天(株) 執行役員 楽天技術研究所代表 森 正弥 氏

積水ハウス(株) 執行役員 技術業務部長 兼 設計システム室長 雨宮 豊 氏

総務省   大臣官房総括審議官  情報通信担当 吉田 眞人 氏

アメリカ大使館商務部 上席商務官 ブリタニー・バンタ 氏● 挨拶
グーグル(株) 執行役員 
公共政策・政府渉外担当 杉原 佳堯 氏

● プレゼンテーション

DataRobot Japan チーフデータサイエンティスト
物理学博士 シバタ アキラ 氏

● トークセッション #1 ：TECH CRUNCH
　 非データサイエンティストによるリアルビジネスでの AI 活用

Vuzix Corporation 東京支店長 藤井 慶一郎 氏
Engadget 編集長 矢崎 飛鳥 氏

TechCrunch Japan   編集長 西村 賢 氏
● トークセッション #2：Engadget
　 人工知能 (AI) が搭載されたスマートグラスを通して見える世界

DefinedCrowd   Founder and CEO ダニエラ・ブラガ 氏

● プレゼンテーション
　 データの問題解決がどのように人工知能の未来を変えるのか

● 今回の「スマートホーム」は何が新しいか

● AIoT が実現するココロつながる社会

● 住空間における IoT とデータ活用

● 筑波大と楽天の試み 未来店舗デザインからスマートな体験を目指して

● ハウスメーカーが考える住まいと暮らしのスマート化

セコム(株) 顧問 小松崎 常夫 氏
● 「あんしんプラットフォーム」とサービスイノベーション

セキュアIoTに向けたGlobalPlatformの取り組み
GlobalPlatform　理事

日本電信電話(株) 
セキュアプラットフォーム研究所 リサーチプロフェッサー

パナソニック（株） 専務執行役員 宮部 義幸 氏
（株）N-Village 代表取締役社長 吉原 宗雄 氏

インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦 徹 氏

吉村 慎吾 氏

“日本流”大企業から新規事業を創出する極意
～最先端事例から紐解く成功方程式～

ダッソー・システムズ(株)
3DSビジネストランスフォーメーション事業部  テクニカル・ディレクター 野崎 省二 氏

12:30 - 13:30

3Dデジタル・イノベーションが創る産業と都市の未来

DS-2 CPS/IoTトレンドセッション

モデレーター

パネラー

CPS/IoTトレンドセッション10:00 - 11:00PL-2

庭野 栄一 氏

 11:30-12:30BL-1

Bluetooth SIG Inc.  テクニカルプログラムマネージャー カイ・レン 氏

Bluetooth meshがネットワークに革新をもたらす
● Bluetooth mesh 技術の仕様

東芝デバイス＆ストレージ(株)
ミックスドシグナルIC事業部 ワイヤレスIC応用技術担当 足立 克己 氏

● Bluetooth 技術トレンドと東芝のとりくみ - 日本から仕掛けて行きたい IoT-

Arm
Wireless BU Craig Tou 氏

● Flexible wireless connectivity architecture for IoT edge devices

(株)WHERE  代表取締役 丸田 一 氏
● IoT の基本ユニットとなる Bluetooth Mesh  ―先進事例紹介―

● 【1 部】パネルディスカッション
　 「大企業からの新規事業創出する際の困難とその乗り越え方」

● 【2 部】大企業発ベンチャーによるピッチプレゼン

ニッポンイノベーター塾　代表／ 
(株)ワークハピネス　代表取締役社長

14:00 - 17:00

CEATEC × 産総研   人工知能カンファレンス【2】
AI時代を勝ち抜く事業戦略

AI-2

日本電気(株)  中央研究所　データサイエンス研究所　主席研究員
兼務：産業技術総合研究所  人工知能研究センター 

NEC-産総研連携研究室  副研究室長
兼務：理化学研究所  革新知能統合研究センター

理研AIP-NEC連携センター　副センター長 森永 聡 氏

日本電気(株)  中央研究所　データサイエンス研究所　主席研究員
兼務：産業技術総合研究所  人工知能研究センター 

NEC-産総研連携研究室  副研究室長
兼務：理化学研究所  革新知能統合研究センター

理研AIP-NEC連携センター　副センター長 森永 聡 氏

水野 洋 氏

川上 登福 氏

デジタルトランスフォーメーションで拓く未来～AI・IoTで変わる社会～
● 14:00-14:30

パナソニック(株) 先端研究本部 研究企画部部長
兼  基盤技術研究部部長

水野 洋 氏パナソニック(株) 先端研究本部 研究企画部部長
兼  基盤技術研究部部長

人工知能技術は使ってなんぼ：パナソニックの研究開発での取り組み
● 14:30-15:00

AI・ビッグデータ時代の経営
● 15:00-15:30

特定非営利活動法人産学連携推進機構  理事長モデレータ 妹尾 堅一郎 氏
パネリスト

AI事業で勝ち抜くプラットフォーム構築
～サイバーとフィジカルを跨ぐオープン＆クローズ戦略～

● 15:30-17:00

(株)経営共創基盤 （IGPI）パートナー 取締役マネージングディレクター
(株)IGPIビジネスアナリティクス＆インテリジェンス (BAI)  代表取締役 CEO

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）  人工知能研究センター 客員研究員
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）  技術委員

一般社団法人 日本ディープラーニング協会 理事

川上 登福 氏

(株)経営共創基盤 （IGPI）パートナー 取締役マネージングディレクター
(株)IGPIビジネスアナリティクス＆インテリジェンス (BAI)  代表取締役 CEO

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）  人工知能研究センター 客員研究員
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）  技術委員

一般社団法人 日本ディープラーニング協会 理事

201 会議室

10:00-13:40SMT-1

(株)アマダホールディングス   アマダIoT推進プロジェクト プロジェクトリーダー

(株)アマダホールディングス
アマダIoT推進プロジェクト プロジェクトリーダー

横山 匡 氏

経済産業省
製造産業局参事官(デジタル化・産業システム担当) 徳増 伸二 氏

オムロン(株)   技術・知財本部ビジネスクリエーション室   室長

オムロン(株)  技術・知財本部ビジネスクリエーション室　室長

山崎 竜二 氏

ファナック(株)   取締役専務執行役員 ロボット事業本部長

ファナック(株)  取締役専務執行役員 ロボット事業本部長

稲葉 清典 氏

三菱電機(株)   FAシステム事業本部FAソリューションシステム部  部長

三菱電機(株)   FAシステム事業本部FAソリューションシステム部  部長

大谷 治之 氏

横山 匡 氏
山崎 竜二 氏
稲葉 清典 氏
大谷 治之 氏

日刊工業新聞社    取締役　編集局長 長野 光博 氏

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI)  インダストリーIoT推進統括 水上 潔 氏

● 10:10-10:40
　 講演 1 ：アマダが提唱する IoT 技術を活用した「V-factory」による付加価値の実現

● 10:40-11:10
　  講演 2：オムロンがめざす
　　　　　 「人と機械の融和」－i-Automation! からデータ流通市場まで

● 11:10-11:40
　  講演 3：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

● 11:40-12:10
　  講演 4：進化するモノづくりのデジタル技術活用と IoT

● 12:20-13:40
　  講演 5：パネルディスカッション

モデレータ

パネリスト

CEATEC JAPAN 2017 スマートファクトリーシンポジウム

14:30 - 17:45

バイオテクノロジ―戦略～IoT/Big dataによる価値創造～

BIO-1

日本バイオ産業人会議世話人代表
（元キリンホールディングス会長） 荒蒔 康一郎 氏

● バイオとデジタルの融合による新たな産業の創出

シスメックス 技術開発本部　主任研究員 藤野 裕之 氏
● 体外診断機器メーカのネットワーク利活用の取り組み

DeNAヘルスケア 代表取締役社長 大井 潤 氏
● DeNA におけるヘルスケア事業の展開 ～ Sick ケアから Health ケアへ～

ソニーコンピュータサイエンス研究所  シニアリサーチャー 桜田 一洋 氏
● ヘルスケアの未来はどう変わるか

● 聴講者と講師による交流会（参加者限定）

●10:00-10:10
　来賓挨拶

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

10月4日（水） 10月5日（木）

 11:00-12:00

大容量コンテンツ配信を担う次世代キャッシュ製品
「IrisCDN」のご紹介

NW-5

国立大学法人電気通信大学 中島 拓真 氏

張耿豪 氏

12:30-13:30 

IoT Is Reshaping Our Daily Life

NW-6

メディアテックジャパン(株)

14:00-15:00

省電力LoRa+IoT汎用デバイスの活用

NW-7

(株) ソフトエイジェンシー  代表取締役 立岡 佐到士 氏

15:30-16:30

新製品『音声認識リモコンユニット（仮称）』の概要とその性能、
そして今後の動向！

NW-8

(株) レイトロン  新事業推進部　部長代理 宮崎 善行 氏
北海道大学大学院  情報科学研究科　研究科長 宮永 喜一 教授

新技術・新製品セミナー/出展者セミナー

展示会場内ホール 5　
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コンファレンス／セミナー Conference /Seminar

モデレータ

パネリスト

10:00 - 11:00

ライフスタイルの変化を引き起こすIoT、その価値とは

TR-3

13:00 - 14:00

グローバルIoTエコシステムの構築
～日本製造業の可能性を拓くインドとの連携～

INT-3

CPS/IoTトレンドセッション

14:30 - 16:30

「自動運転車」に必要となる技術を考察する

CAR-1

11:15-12:45

“プレイステーションの父” 久夛良木健氏が登壇！
『ダイヤモンドクォータリー』 創刊1周年コンファレンス

TR-4

華為技術日本(株)  技術戦略本部 キャリア技術戦略部 部長 郭 宇 氏

ラジーヴ・シェシュ 氏
エイチシーエル・テクノロジーズ
エンジニアリングR&Dサービス  

エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント

東北大学 大学院情報科学研究科   准教授 大関 真之 氏

西村 修二 氏

松尾 雅博 氏

量子アニーリングが拓く機械学習と計算技術の新時代
● 14:30 - 15:10

GLM(株)  EVシステム設計部

自動運転の実用技術を搭載するプラットフォームとしての電気自動車
● 15:10 -15:50

サイバーアイ・エンタテインメント（株） 代表取締役社長兼CEO
（元ソニー・コンピュータエンタテインメント会長
 兼グループCEO／元ソニー副社長兼co-COO）久夛良木 健 氏

阿佐美 弘恭 氏

● 基調講演

(株)NTTドコモ  代表取締役副社長

生理機能障害としてのヒューマンエラー：睡眠障害・認知症との関連から
● 15:50 -16:30

滋賀医科大学 精神医学講座   講師

経済産業省   ヘルスケア産業課長

経済産業省
経済産業政策局　産業人材政策室　室長補佐　弁護士

西川 和見 氏

１．健康・医療・介護分野における取組 
　   ～ウェアラブル・データ利活用を中心に～
● 

白石 紘一 氏

２．ウェアラブル等を活用した新時代の働き方改革● 

安全運行サポーター協議会   安全・健康プラットフォームWG主査
（公益財団法人 大原記念労働科学研究所）北島 洋樹 氏

安全・健康プラットフォームWG副主査
((株)タニタ） 新藤 幹雄 氏

３．事業用自動車の運転者の安全・健康管理における
　  ヘルスケアウェアラブル等の活用
● 

東京海上日動リスクコンサルティング(株)
自動車リスク本部 本部長 阿部 光一朗 氏

４．ユーザ目線で見た自動車安全における
　  ヘルスケアデバイスの活用と課題
● 

JEITA ヘルスケアIT研究会　主査
（オムロンヘルスケア(株)）鹿妻 洋之 氏

経済産業省
ヘルスケア産業課長 西川 和見 氏

経済産業省 経済産業政策局
産業人材政策室　室長補佐　弁護士 白石 紘一 氏

安全運行サポーター協議会
安全・健康プラットフォームWG副主査

((株)タニタ) 新藤 幹雄 氏
東京海上日動リスクコンサルティング(株)

自動車リスク本部　本部長 阿部 光一朗 氏

パネルディスカッション
ヘルスケア分野におけるIoT活用に求められること

● 

10:00 - 11:30

アメリカ大使館主催キーノートセッション
米国 サイバーセキュリティテクノロジー最前線

INT-6

アメリカ大使館商務部 上席商務官 ブリタニー・バンタ 氏

ケビン・マハフェイ 氏

ジョン・カーチ 氏

● 挨拶

ルックアウト   共同創立者・最高技術責任者

ダークトレース・ジャパン(株) 北アジア担当

西村 雅博 氏

ウィーラー・ギャリソン 氏

カーボン・ブラック・ジャパン(株)
カントリーマネージャー 

リチャード・リー 氏カーボン・ブラック・ジャパン(株)
プリンシパルセールスエンジニア・エバンジェリスト

Owl Cyber Defense Solutions, LLC
アジア太平洋ビジネスマネージャー

モバイル端末ハッキングの全容● 

The Enterprise Immune System: 
次世代サイバー防御に機械学習を活用

● 

組織をランサムウェアから守ります● 

データダイオードによる次世代型ネットワークサイバーセキュリティ● 

CPS/IoTトレンドセッション

11:45 - 13:30

ヘルスケアウェアラブルとIoT活用の今と未来

HE-1

コンベンションホール B

コンベンションホール A

日英同時通訳

日英同時通訳

13:45 - 15:15

IoTタウン特別コンファレンス「IoTで加速する社会変革」

TO-1

(株)ジェイティービー グループ本社  執行役員
法人事業部長 古野 浩樹 氏

“IoT×観光” が地域を変える
～地域の課題解決につながるツーリズムの力～

● 

京都府 商工労働観光部
文化学術研究都市推進課 課長 藤岡 栄 氏

京都から始まる日本のスマートシティ～京都府とシスコの取り組み～● 

シスコシステムズ（同）  専務執行役員  戦略ソリューション・事業開発
東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部担当 鈴木 和洋 氏

日英同時通訳

103 会議室

104 会議室

11:00-12:00

部品の熱は基板で冷やす！
～新しい熱設計とシミュレーション手法～

NW-9

KOA(株)　技術顧問
((株)サーマル デザイン ラボ　代表取締役) 国峯 尚樹 氏

KOA(株)  技創りセンター 有賀 善紀 氏

12:30 - 13:30

カップリング学習が開く 高次元情報予測

NW-10

みずほ情報総研(株)  情報通信研究部

14:00-15:00 

IoTに必須のセンサ計測と
標準Ethernetベースの計測ソリューション

NW-11

日本ナショナルインスツルメンツ(株) マーケティング部 郭峰 氏

永田 毅 氏

15:30-16:30

香港エレクトロニクスフェアとスタートアップゾーンのご紹介

NW-12

(株)ICST  代表取締役 横井 博之 氏

新技術・新製品セミナー/出展者セミナー

展示会場内ホール 5

北村 操代 氏

● 産業界に向けた最近の取り組み

● 最先端のAIやビッグデータを解説中 ～セミナー活動より～

● 超スマート社会を支える高度IT人材の育成
　～CITP制度を活用した学びのネットワークを一緒に作りませんか～

● HATSにおける相互接続試験の国際標準化への取り組み

●これからのIoT分野における相互接続試験について
　～相互接続試験のあり方が変わる～

● 15:30-16:00
　医療機器メーカ 株式会社ICSTにおける海外企業との取引事例

香港貿易発展局  東京事務所 桑田 靖章 氏

● 16:00-16:25
　香港を取り巻く製造業関連最新情報～ 香港展示会のご紹介

10:00 - 12:30IT-1

ITの力で価値創造を加速する！情報処理学会の取り組み

高呂 賢治 氏

丹 康雄 氏

13:00 - 14:00ICT-4

HATS概要とITU活動について

OKIコンサルティングソリューション(株)
新事業コンサルティングG   エグジェクティブマネージャ

国立大学法人  北陸先端科学技術大学院大学  情報科学研究科  教授

情報処理学会 技術応用担当理事
三菱電機(株) 情報技術総合研究所  情報システム構築技術部長

齋藤 正史 氏
金沢工業大学 情報フロンティア学部 教授

情報処理学会 ソフトウェアジャパン2018 プログラム委員長
情報処理学会 セミナー推進委員会 委員

伊敷 政英 氏

14:30 - 15:30ICT-5

わたしたち、こうして使っています
～障害当事者に聞く、使える・使いたいアプリ・サービス～

情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会
WG2 主査（Cocktailz）

伊原 力也 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（freee(株)）

山田 崇仁 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG2 委員（富士ゼロックス(株)）

16:00 - 17:00ICT-6

わたしたち、こうしてつくっています
～アクセシブルなサービス提供に向けた取り組み～

105 会議室

● アジア大洋州地域でIoTのチャンスをつかむ

● 「デジタル企業」を形作る

丹羽 恵久 氏

神澤 太郎 氏

15:00-17:00INT-9

シンガポールと始めたIoTの旅

ボストンコンサルティンググループジャパン
パートナー／マネージングディレクター

シーメンス(株)
プロセス&ドライブ事業本部　プロセスオートメーション部  部長

●シンガポールからの最新IoT報告

チュア・センタット 氏
シンガポール経済開発庁

日本事務所　所長

13:00-15:00NE-1

ニュースイッチセッション
「IoT×地方創生  会津若松からの報告」

松田 信之 氏
(株)中電シーティーアイ

取締役 人財開発センター長

松木 喬 氏日刊工業新聞社 編集委員

山崎 彬美 氏会津若松市 企画調整課

石橋 史郞 氏会津大学 産学イノベーションセンター教授

藤井 篤之 氏アクセンチェア（株） 戦略コンサルティング本部シニア・マネジャー

佐々木 伸一 氏（株）ルートレック・ネットワークス 代表取締役

伊原 力也 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（freee(株)）

神森 勉 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（(株)KDDI ウェブコミュニケーションズ）

守谷 絵美 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（ChatWork(株)）

矢田 由紀 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（日本電気(株)）

四方田 正夫 氏
情報通信アクセス協議会　ウェブアクセシビリティ基盤委員会

WG1 委員（富士ゼロックス(株)）

総務省
情報流通行政局 情報通信作品振興課長 豊嶋 基暢 氏

日本放送協会放送技術研究所
ネットサービス基盤研究部 研究主幹 今泉 浩幸 氏

(株)TBSテレビ
メディア戦略室長 龍宝 正峰 氏

● 視聴環境の変化に対応した放送サービスの高度化に向けて

● 放送への AI 活用とネットサービスの新たな展開に向けて

● 放送局視点での動画配信概況説明及び TBS のメディア戦略について

個人情報保護委員会   参事官 小川 久仁子 氏

(株)国際社会経済研究所
情報社会研究部主幹研究員 小泉 雄介 氏

(一社) 電子情報技術産業協会
法務・知的財産部会 個人データ保護専門委員会

カメラ画像利活用検討PJ 主査 水島 九十九 氏

● 15:30-16:00
　 改正個人情報保護法の最新動向について
　～パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保に向けて～

● 16:00-16:25
　 英国・米国におけるカメラ画像と顔認識に関する動向

● 16:25-16:30
　 JEITA カメラ画像利活用検討 PJ 活動紹介

パナソニック(株)
コネクティッドソリューションズ社 情報企画部

 情報セキュリティ課 主幹 宮津 俊弘 氏

● 16:30-16:45
　 カメラ画像利活用におけるパナソニックの事業推進の方向

(株)日立製作所
社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部 技師 上田 淳 氏

● 16:45-17:00
　 行動分析に関する取組み事例

日本電気(株)
データ流通戦略室 兼 内部統制推進部

エグゼクティブエキスパート 水島 九十九 氏

● 17:00-17:15
　 NEC のカメラ画像利活用に関する取組

11:30 - 12:30

公的個人認証サービスを活用した個人健康医療情報管理について

MED-1

東京工業大学
科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センター  准教授 小尾 高史 氏

15:30 - 17:15

カメラ画像の利活用推進に向けて

SP-3

13:00 - 15:00

JEITA AVC部会講演会 2017
～放送とネットの融合によるこれからのテレビ～

AV-1

301 会議室 103 会議室

304 会議室

11:00 - 12:00

IoTの先へ- インターネットを活用し「体験」を共有する社会へ

DS-1 コンファレンスシルバースポンサー

ダッソー・システムズ(株)
ハイテク産業担当　ビジネス・コンサルタント 立田 新 氏

14:00 - 15:00FIN-1

IoTで課金する方法
ビープラッツ(株)  取締役副社長 篠崎 明 氏

コンファレンスシルバースポンサー

12:30 - 13:30DA-2

IoT,AI時代にCPSを実現するための製造データ活用方法とは
(株) ワイ・ディ・シー

関西支社 製品開発部 企画・開発グループ  ITストラテジスト 内藤 孝雄 氏

コンファレンスシルバースポンサー

15:30 - 16:30PL-3

“リアル”と”バーチャル”がつながるスマートシティー
- 3D技術を活用した都市の未来を創造するプラットフォーム

ダッソー・システムズ
クロス・インダストリー シティー担当  ディレクター セバリン・チャパス 氏

コンファレンスシルバースポンサー

JEITA 電子部品部会 技術・標準戦略委員会
 部品技術ロードマップ専門委員会 主査

（アルプス電気(株)） 佐藤 明 氏
JEITA 電子部品部会 技術・標準戦略委員会
部品技術ロードマップ専門委員会 副主査

（(株)タムラ製作所） 鈴木 幸春 氏

15:30 - 17:00EC-1

2026年までの電子部品技術ロードマップ
～IoTとAIによりスマート化される産業、生活と
　世界をリードする電子部品の動向を探る～

モデレータ

パネリスト

10月5日（木） 10月6日（金）

～リアルワールドに浸透するAI～「超知能」との共創が始まる

サイバーアイ・エンタテインメント（株） 代表取締役社長兼CEO
（元ソニー・コンピュータエンタテインメント会長
 兼グループCEO／元ソニー副社長兼co-COO）久夛良木 健 氏

● トークセッション

～私たちの暮らし、ビジネスはどのように変わるのか？～ 
　未来をつくる「５Ｇ」の挑戦
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モデレータ

パネリスト

これまでの「共創」とIoT社会の「共創」● 

最新テクノロジーから分析する製品・サービスの将来像● 

IoT／AIの時代に求められる共創の在り方とデザインの持つ役割● 

IoTタウン 特別コンファレンス
IoTにより変革する金融業界の未来
～中央銀行・メガバンクが描く金融ビジネスの未来と
　IT・エレクトロニクス産業への期待とは～

日本銀行 決済機構局 FinTechセンター長 河合 祐子 氏
FinTechが描く未来● 

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ   デジタル企画部長 相原 寛史 氏
MUFGのデジタルトランスフォーメーション● 

(株)三井住友フィナンシャルグループ  ITイノベーション推進部
シリコンバレー・デジタルイノベーションラボ 室長 渡邊 知史 氏

SMFGのデジタライゼーションへの取組● 

(株)みずほフィナンシャルグループ
みずほ銀行 デジタルイノベーション部 部長 阿部 展久 氏

Digital Innovation・“みずほ”の取り組み● 

世界のコンシューマエレクトロニクス市場動向を俯瞰する！

Home Electronics
Senior Market Analyst

パート1
勝者と敗者ー世界のコンシューマ・エレクトロニクス市場を俯瞰する

● 

Consumer Electronics
Associate Director

ユーザインターフェイス
ー家庭での音声パーソナルアシスタントとジェスチャーの市場機会

● パート2

futuresource CONSULTING
Senior Market Analyst

エンターテイメント市場
ー仮想現実と拡張現実の方向ー2017年とその後？

●パート3 

インテル(株)
国内営業本部 IoT シニア・スペシャリスト 下堀 昌広 氏

データ×AIは世の中をどう変えるか？
ヤフー(株)  CSO（チーフストラテジーオフィサー）
データサイエンティスト協会  理事・スキル委員長 安宅 和人 氏

(株)ロフトワーク  代表取締役

第13回 JEITAデザインフォーラム 
「IoT社会の“共創”におけるデザインの役割
～テクノロジー×デザインが生み出す新たなイノベーション～」

林 千晶 氏

東京大学大学院情報学環 特任准教授 味八木 崇 氏

(株)biotope
Creative Catalyst / Intrapreneurship Enabler 小林 泰紘 氏

RRI/JEITAセミナー
ものづくりの将来像について
～Connected Industries　工業会連携対話～

Connected Industries（IoT）実現に向けたプロセス産業の革新

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI)
インダストリーIoT推進統括

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI)
インダストリーIoT推進統括

水上 潔 氏
(一社)日本電機工業会

スマートマニュファクチャリング特別委員会委員長
(株)安川電機　技術部技術企画部国際規格担当部長 冨田 浩治 氏

(一社)日本電機工業会
スマートマニュファクチャリング特別委員会委員長

(株)安川電機　技術部技術企画部国際規格担当部長 冨田 浩治 氏

ロボット革命イニシアティブ協議会の活動紹介
システム・アプローチによる「ものづくり」の将来像について
(国際動向を踏まえ）

● 

2016年度版「製造業2030」● 

(一社)電子情報技術産業協会　産業システム事業委員会
制御・エネルギー管理専門委員会委員長

横河ソリューションサービス(株)　ソリューションビジネス本部
ビジネスマーケティング部担当部長 宇野 達朗 氏

(一社)電子情報技術産業協会　産業システム事業委員会
制御・エネルギー管理専門委員会委員長

横河ソリューションサービス(株)　ソリューションビジネス本部
ビジネスマーケティング部担当部長 宇野 達朗 氏

JEITA 連携制御「～IoT時代の省エネ・リノベーション～」への取り組み紹介

上記、報告後、パネルディスカッション

● 

（一社）日本機械工業連合会
ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会

日鉄住金総研(株)　客員研究主幹 山藤 康夫 氏

（一社）日本機械工業連合会
ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会

日鉄住金総研(株)　客員研究主幹 山藤 康夫 氏

水上 潔 氏

平成28年度 世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究
新しい現場力と絶えざる進化を目指して～TAKUMI4.0

● 

JEITA/制御・エネルギー管理専門委員会　委員長
横河ソリューションサービス（株）

ソリューションビジネス本部ビジネスマーケティング部 新規事業開発 宇野 達朗 氏

制御・エネルギー管理専門委員会活動紹介● 

JEITA/制御・エネルギー管理専門委員会　WG1　連携制御　委員
（株）荏原電産　技術部技術課 笹木 誠 氏

IoT時代の省エネ・リノベーション～連携制御～ 
Energy Saving Renovation in IoT Era “RENKEI CONTROL”

● 

JEITA/エネルギーマネジメント標準化専門委員会　委員
アズビル（株）

ITソリューション本部ソリューション開発部 片田 裕 氏

あなたのエネルギー管理のレベルは？IoTも活用しコストダウン！● 

JEITA/制御・エネルギー管理専門委員会   WG3
サービスビジネスモデル 主査

横河電機（株）
マーケティング本部 事業開発センター 技術戦略室 結城 義敬 氏

IoTイノベーションがもたらす予知保全技術の未来像● 

ジャック・ウェザリル 氏

サイモン・ブライアント 氏

Michael Boreham 氏

“リアル”と”バーチャル”がつながるスマートシティー
- 3D技術を活用した都市の未来を創造するプラットフォーム

ダッソー・システムズ
クロス・インダストリー シティー担当   ディレクター セバリン・チャパス 氏

IoTで課金する方法
ビープラッツ(株) 取締役副社長 篠崎 明 氏

安達 淳 氏国立情報学研究所  副所長

CEATEC JAPAN 2017 学生向け業界研究セミナー
「Society5.0 を実現するIT･エレクトロニクス業界の魅力と貢献」

IoTでインフラを守る
～モニタリング技術の可能性とインフラデータ統合マネジメント基盤～

白井 克昌 氏
（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）
ソフトウェア事業戦略専門委員会 委員長

安全・安心、快適・便利な社会を創る－防災・減災×ITを考える－

千村 保文 氏沖電気工業(株)  経営企画本部政策調査部 主幹 

小倉 博行 氏
三菱電機(株)

戦略事業開発室  スマートコミュニティプロジェクトグループ
マネージャー代理

IoT、AIを活用した‘超スマート社会’実現への道
～スマートシティのビジネスモデル検討フレームワークと標準化動向～

沖電気工業(株)   シニアスペシャリスト／エバンジェリスト

五味 弘 氏
（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）
ソフトウェア事業基盤専門委員会 委員長

IoT時代の組込み系ソフトウェア開発
～モデリングでIoTを成功させる～

豊蔵 裕之 氏

（一社）情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)
移動通信委員会・企画調査WG 主査

富士通コネクテッドテクノロジーズ(株)
プラットフォーム開発統括部 第一開発部 

シニアマネージャー

杉本 昭彦 氏(株)シード・プランニング
主席研究員/コンサルタント

2017年度モバイル通信端末の利用実態調査
～MVNOが浸透。モバイル通信市場多様化の起爆剤へ～

富士通(株)  AI基盤事業本部ビジネス戦略室 室長 永井 浩史 氏

繁澤 努 氏

加藤 暁之 氏

ビジネスを新たなステージへZinraiディープラーニング

● 開会挨拶

感動を生むスタジアム／アリーナを目指して● 
パナソニック  システムソリューションズ  ジャパン(株)

システムプロダクツセンター 
エンターテインメントシステム部 部長

お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造する
YOKOGAWAのイノベーションテクノロジー

● 

横河電機(株)
イノベーションセンター 研究開発部部長

「超スマート社会」を支えるALPSのセンシングソリューション● 

● 

15:00-16:00ICT-7

12:30 - 13:30SO-1

11:15 - 12:15ST-3

10:00 - 11:00SEC-6

Colin Mason 氏

Tony Hughes 氏

Simon Peter Johnston 氏

Alexander Hill 氏Senseye   共同創立者

Lorenzo Cavallaro 博士

デジタル経済へ向けての英国の戦略 ‒ 政府と企業の取り組み● 
駐日英国大使館

国際通商部　テクノロジースペシャリスト

Creativity & Technology: 英国におけるテック・クラスター最前線● 
英国国際通商省

デジタル・コンテンツ・セクタースペシャリスト

エッセンシャルAI● 
Cortexica Vision Systems Ltd

Senior Director

スケーラブルな予兆保全● 

ロイヤル・ホロウェイ・ロンドン大学におけるサイバーセキュリティー研究● 
ロイアル・ホロウェイ・ロンドン大学

情報セキュリティー・グループ

日英イノベーション エコシステムセミナー
「デジタル経済へ向けての英国の戦略ー政府と企業の取り組み」

14:00 - 16:00INT-7

コンファレンスシルバースポンサー

コンファレンスシルバースポンサー

13:00 - 15:00STU-1

11:30 - 12:30DA-3

FIN-3 14:00-15:00

PL-4 11:00-12:00

15:00 - 17:00RO-4

12:30 - 14:30EN-2

IoT時代の新たな進化を切り拓く末端ノード・ネットワークエッジ技術

東京大学
生産技術研究所　教授 桜井 貴康 氏

トリリオンノード・エンジンが拓くIoTオープンプラットフォームの未来● 

NTT未来ねっと研究所
所長 川村 龍太郎 氏

IoT時代を開くエッジコンピューティングの研究開発について● 

15:30-17:30MPU-1

DE-1 15:30 - 17:30

14:00 - 15:00

OCFの最新動向とインテルの取組み

ST-4 コンファレンスゴールドスポンサー

12:15 - 13:45YF-1

10:00 - 12:00TR-5

15:30 - 17:30FIN-2

国際会議室

301 会議室

304 会議室

102 会議室

15:30-16:30DS-3

IoTの先へ- インターネットを活用し「体験」を共有する社会へ
ダッソー・システムズ(株)

ハイテク産業担当　ビジネス・コンサルタント 立田 新 氏

JIPテクノサイエンス（株）   取締役 家入 正隆 氏
北海道大学大学院情報科学研究科   教授 金井 理 氏

国立情報学研究所   副所長 佐藤 一郎 氏

コンファレンスシルバースポンサー

103 会議室

104 会議室

濱田 優 氏
(株)ZUU

ZUU online / FinTech online編集長

国内外の金融機関におけるAIの活用 現状と見通し

13:00-14:00FIN-4

デジタルエコノミーの未来
～IoT時代を踏まえたグローバルビジネスの拡大に向けて～

14:30-15:50INT-8

105 会議室

12:30 - 13:30

世界初の人工知能による最先端住宅が日本でも実用化！
AIホームオペレーティングシステム「CASPAR]が日本の住
宅の未来を変えた。

NW-14

(株)エコライフエンジニアリング
代表取締役社長

14:00-15:00 

基礎から学ぶ！
センサを用いた予知保全と機械学習の応用事例

EX-15

日本ナショナルインスツルメンツ(株)
マーケティング部 岡田 一成 氏

藏並 弘人 氏
Brain of Things社
最高執行責任者 アシュトシュ サクセナ 氏

15:30-16:30

深層学習で業務改善　いますぐにできること
EX-16

(株)UEI
代表取締役社長兼CEO 清水 亮 氏

新技術・新製品セミナー/出展者セミナー

展示会場内ホール 5

司会/進行

講演者

モデレータ

パネリスト

欧州連合日本政府代表部 一等書記官 佐藤 輝彦 氏

欧州委員会
通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局 トニー・デコスター 氏

総務省国際戦略局国際経済課企画官 小津 敦 氏

CEA
R＆Dプロジェクトマネージャー レヴェント・グリューゲン 氏

日本電気(株)
執行役員 望月 康則 氏

ノキア・ジャパン
アジアIP部門長 ヤリ・ワーリオ 氏

渡邉 順 氏アルプス電気(株) 技術本部 Ｍ9技術部長

301 会議室

10:00 - 12:00

JEITA 国際戦略・標準化セミナー
～ 新たな市場を創造するサイバー・フィジカルの融合と標準化戦略～

ST-2

経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課
課長補佐 畠山 孝 氏

我が国における標準化への取り組み● 

JEITA国際標準化戦略研究会 副主査
(株)日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部

経営戦略統括本部 二本松 勝 氏

動き始めた人工知能(ＡＩ)の標準化と業界の動向● 

インテル(株) 国内営業本部 IoT シニア・スペシャリスト
OpenFogコンソーシアム 日本地区委員会 下堀 昌広 氏

フォグコンピューティングの標準化と普及戦略● 

慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員
(一社)モバイル・コンテンツ・フォーラム   常務理事 寺田 眞治 氏

データは誰のものか？～データ流通をめざした
知財・契約・プライバシー保護の制度動向 ～

● 

IoT時代に向けたプリンテッドエレクトロニクスの技術動向と標準化戦略● 

国立研究開発法人産業技術総合研究所
フレキシブルエレクトロニクス研究センター  センター長 鎌田 俊英 氏

日英同時通訳

日英同時通訳

日英同時通訳

10月6日（金）

日英同時通訳

Vital Navinkin 氏
Kino-mo

Business Development Manager
小売業界の転換● 
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コンファレンス／セミナー Conference /Seminar

イノベーショントークステージプログラム

CEATEC AWARD各賞などの発表のほか、今後もCEATECとの関係が深まる各産業の業界団体、パートナー、出展各社から、今後のイノベーションを支える共創
の重要性や各種事例などについてトークショーなどを交えながら開催。述べ3,000名以上の聴講者を集めた。 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 Hall3

  10.3火
3-E 11:00-11:15

CEATEC AWARD 2017
大臣賞表彰式

3-F 11:30-12:00

U-22プログラミング・コンテスト2017
入選作品紹介

主催　U-22プログラミング・コンテスト実行委員会

3-G 12:15-13:00  

Wellbeingな暮らしのデザイン
デンソーソーシャルデザイン課の活動

株式会社デンソー
東京支社バリューイノベーション室　ソーシャルデザイン課　担当係長

平賀 直武 氏・羽田 成宏 氏

3-H 13:15-14:00

実用化が近づく！ワイヤレス電力伝送　―現状と課題―
ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム 代表

京都大学 教授
篠原 真毅 氏

3-I 14:20-16:40

ハッカソン×ミートアップ ～bit connect～
表彰者プレゼンテーション

  10.4水
4-E 10:30-12:00

「IoT Lab Selection」ファイナリストプレゼンテーション
～未来の日本を支えていく“先進的な IoT”の取り組みとは～

経済産業省
鈴木 祥典 氏

株式会社ルートレック・ネットワークス 代表取締役社長
佐々木 伸一 氏

株式会社フェニックスソリューション 取締役副社長
和田 康志 氏

株式会社ゼンリン ドローン事業推進課
峯 拓利 氏

ユニファ株式会社 取締役CTO
赤沼 寛明 氏

Coaido株式会社 代表取締役CEO
玄正 慎 氏

4-F 12:10-12:20

U-22プログラミング・コンテスト2017
入選作品紹介

主催　U-22プログラミング・コンテスト実行委員会

4-G 12:30-13:15

IoT導入での本当の障害と解決方法
株式会社MI 経営企画室 室長

木下 豪大 氏

4-H 13:30-14:15

革新的な半導体デバイス
Memory-based Reconfi gurable Logic Device（MRLD）

太陽誘電株式会社 営業本部 部長
関口 象一 氏
株式会社TRL CEO
勝 満徳 氏

4-I 15:00-16:00

最先端テクノロジーを操る気鋭のトップクリエイティブスタジオ
「ワントゥーテン」が語る2020に向けて必須になる
スペキュラティブな視点とイノベーションの見せる未来情景

株式会社ワン・トゥー・テン・ホールディングス 代表取締役社長
澤邊 芳明 氏

4-J 16:10-16:55

衛星データを使ってみませんか
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部 参事

川井 孝之 氏

  10.5木
5-E 10:15-11:15

米国メディアパネル
イノベーションアワード表彰式
5-F 11:30-12:35

CEATEC AWARD 2017
部門賞表彰式

5-G 13:00-13:45

「省電力を実現した LoRa + IoT汎用デバイスを活用して、
少子高齢化の未来に対して地域産業にどのような解決策を
提案できるのか？」

株式会社ソフトエイジェンシー 代表取締役
立岡 佐到士 氏

 サンダーバード株式会社  代表取締役
山根 洋平 氏

 SHコンサルティング株式会社 代表取締役
堀田 慎吉 氏

バイオニクス株式会社 営業統括
竹下 賢治 氏

5-H 14:00-14:45

子供の世界観を広げる子育て IoTデバイス
 popIn株式会社 代表取締役

程
テイ

涛
トウ

 氏

5-I 15:30-17:00

NoMaps Presents “Spark! Innovation” meet-up in Tokyo
　～大企業×ベンチャー共創を仕掛ける人たち～

１． NoMaps 概要説明
2． 大企業×ベンチャー共創セッション
　a）オープニングトーク

　「東急電鉄のイノベーションへの取組み」
東京急行電鉄株式会社

都市創造本部 開発事業部 課長補佐
加藤 由将 氏

　b）事例セッション

　「Hondaが取り組むCooperative Intelligence(協調知能)な世界」
株式会社ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン PMOディレクター

米持 幸寿 氏

株式会社Nextremer CEO
向井 永浩 氏

　「AIチャットボットでの行政データ活用
　　～Sapporo AI Labの取り組みとして～」

札幌市経済観光局 国際経済戦略室
IT・クリエイティブ産業担当課長

村椿 浩基 氏

株式会社テクノフェイス 代表取締役
石田 崇 氏

　「三井不動産がつくる“ググらせない”ハウス」
三井不動産株式会社 ベンチャー共創事業部 主事

光村 圭一郎 氏

株式会社アクアビットスパイラルズ Founder＆CEO
萩原 智啓 氏

　c）パネルディスカッション　登壇者によるベンチャー共創に関するディスカッション
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   10.6金
6-E 10:15-12:15

「超スマート社会に貢献する先端繊維素材」
協力　日本化学繊維協会

挨拶　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本化学繊維協会　副会長兼理事長
上田 英志 氏

経済産業省生活製品課　企画官
矢野 剛史 氏

Eテキスタイルを用いた心拍計測技術の活用
東洋紡株式会社　繊維生産技術総括部長

作田 光浩 氏

ユニオンツール株式会社　センサ測定器開発本部
三島研究所 開発部長

篠﨑 亮 氏

体温で柔らかくなる樹脂 3Dプリンター用
『感温性フィラメント』の開発

ユニチカ株式会社　繊維資材生産開発部 部長代理
長谷川 健二 氏

導電性繊維及びその製品展開
株式会社クラレ　繊維カンパニー

生産技術統括本部 マーケッティングチーム員
寶満 隼人 氏

ウェアラブルデバイス「hitoe」の
実演と活用事例（作業者みまもりサービスほか）

東レ株式会社　機能製品部 主任部員
浅井 英 氏

伸縮電線 ロボ電®の特長と用途
旭化成株式会社　繊維事業本部

ロボ電事業推進室 室長
巽 俊二 氏

圧電組紐センサーの紹介とその応用例
帝人フロンティア株式会社　技術開発部

イノベーション開発課
兼松 俊介 氏

6-F 12:25-12:35

U-22プログラミング・コンテスト2017
入選作品紹介

 主催　U-22プログラミング・コンテスト実行委員会

6-G 12:45-13:30

オンライン状態監視システムの導入課題と解決事例
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社

テクニカルマーケティングマネジャー
岡田 一成 氏

株式会社イー・アイ・ソル
取締役社長
平澤 啓 氏

ボッシュ株式会社
ソフトウェアイノベーション　セールスヘッド
フェルナンド ニシャーンタ 氏

6-H 13:45-14:30

企業と中高生による共創プラットフォーム
　「Mono-Coto Innovation」のご紹介

株式会社 Curio School
取締役

染谷 優作 氏
株式会社O2
代表取締役

松本 晋一 氏
富士通デザイン株式会社

サービス＆プラットフォーム・デザインG  部長
藤田 博之 氏

6-I 15:00-16:30

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発／
　次世代人工知能技術分野」（調査研究）表彰式

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
理事長

古川 一夫 氏
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

ロボット・AI部プロジェクトマネージャー
関根 久 氏

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
ロボット・AI部 AI社会実装推進室

藤田 裕子 氏

経済産業省
産業技術環境局 研究開発課 産業技術 プロジェクト推進室 室長

松本 真太郎 氏
Hmcomm株式会社

ARアドバンストテクノロジ株式会社／株式会社島津製作所
SOINN株式会社
株式会社BEDORE

アースアイズ株式会社
株式会社シナモン
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コンファレンス／セミナー Conference /Seminar

ベンチャー＆ユニバーシティエリア  ミニステージ

ベンチャー＆ユニバーシティエリアでは、展示に加え、参加企業、大学の研究機関がピッチを行うミニステージが設置され、ベンチャー企業や大学・研究機関と
のビジネスの機会創出の場となった。

ミニステージ 1

ミニステージ 2

  10.3火
B1 10:20-10:50 （株）C-INK「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」

C-INK 電磁波シールドインクの特性と使い方

B2 11:00-11:30 （株）Kyulux
高効率、高い色純度及び低コストを実現する究極の発光技術Hyperfl uorescence で有機ELの未来を創る Kyulux

B3 11:40-12:10 （株）一心助け
【特許】平面画像の立体認識方法と製品（分離方法含む）　【特許】パンク激減・機嫌チューブの国内外販路開拓事業

B4 12:20-12:50 （株）神戸デジタル・ラボ「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
Webログ/SNSデータを使った人物移動予測技術のご紹介

B5 13:00-13:30 （株）ベルチャイルド「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
IIoT(Industrial IoT)のための安全なリアルタイムデータ通信ソリューション

B6 13:40-14:10 MAMORIO（株）
「なくすをなくす」IoTデバイス×インフラで実現する紛失０の未来

B7 14:20-14:50 （株）プロアシスト「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
＝＝IoT画像センサモジュール『IS-PLUM』のご紹介＝＝
カメラと画像処理用マイコン/メモリを小型基板に実装した画像センサモジュールのご紹介を致します。

B8 15:00-15:30 慶応義塾大学ハプティクス研究センター
『ABC-COREが実現するリアルハプティクス技術』

B9 15:40-16:10 （株）フォルテ「地域中核企業創出・支援事業（東北経済産業局）」
フォルテIoTソリューションのご紹介

B10 16:20-16:50 （株）木幡計器製作所「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
既存計器のIoT化による設備の保全点検について

  10.5木
C2 11:00-11:30 （株）Kyulux
高効率、高い色純度及び低コストを実現する究極の発光技術Hyperfl uorescenceで有機ELの未来を創るKyulux

C3 11:40-12:10 （株）一心助け
【特許】平面画像の立体認識方法と製品（分離方法含む）　【特許】パンク激減・機嫌チューブの国内外販路開拓事業

C4 12:20-12:50 （株）神戸デジタル・ラボ「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
Webログ/SNSデータを使った人物移動予測技術のご紹介

C5 13:00-13:30 （株）S e n s o r & N e t w o r k
Wi-SUN共通接続I/F組込みソフトウェアとWi-SUNセンサーI/Fボードを利用したWi-SUNセンサーネットワークの開発

C6 13:40-14:10 （株）スマートロボティクス
ヒューマノイドロボットNAOの海外活用事例のご紹介

C7 14:20-14:50 （株）プロアシスト「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
＝＝IoT画像センサモジュール『IS-PLUM』のご紹介＝＝
カメラと画像処理用マイコン/メモリを小型基板に実装した画像センサモジュールのご紹介を致します。

C8 15:00-15:30 慶応義塾大学ハプティクス研究センター
『ABC-COREが実現するリアルハプティクス技術』

C9 15:40-16:10 八楽（株）
【「新」働き方改革！】 AI搭載の多言語コミュニケーション支援ツールで、多国籍メンバーや現地法人との
外国語コミュニケーションを楽に円滑に！あの有名企業も使ってる。事例も含めてご紹介。

C10 16:20-16:50 関西大学 環境都市工学/ネットワーク工学研究室
自己組織化屋内測位SmartFinderと群知能による移動センシングクラスタ

  10.6金
C11 10:20-10:50 国立大学法人  神戸大学  木村研究室
微弱電波を用いた次世代マンモグラフィの研究開発と臨床研究

C12 11:00-11:30 （株）フューチャースタンダード
最新技術をブロックのように組み合わせ、「安く、早く、簡単」に映像解析システムを開発出来る
映像解析プラットフォーム「SCORER（スコアラー）」のご紹介とその活用事例

C13 11:40-12:10 （株）未来シェア
AIを活用した公共交通サービスの実現

C14 12:20-12:50 （株）トラベルテックラボ
訪日外国人向け通信・広告プラットフォーム「Traveltech プラットフォーム」

C15 13:00-13:30 炎重工（株）
船舶ロボット

C16 13:40-14:10 （株）パリティ・イノベーションズ
あらゆる場所に空中映像を！

C17 14:20-14:50 （株）Payke
世界初！認知度高いが上手に活用されなかったバーコードと、ビックデータを掛け合わせた新サービスの未来

C18 15:00-15:30 慶応義塾大学ハプティクス研究センター
『リアルハプティクス技術が拓く小脳的AI  --非構造環境への適応能力向上--』

C19 15:40-16:10 MAMORIO（株）
「なくすをなくす」IoTデバイス×インフラで実現する紛失０の未来

C20 16:20-16:50 学校法人岩崎学園  情報科学専門学校/横浜医療情報専門学校
学生が取り組む社会貢献

  10.3火
B3 11:40-12:10 リンカーズ（株）
日本全国から最適なパートナーを見つけるためのオープンイノベーション手法

B5 13:00-13:30 Mode Japan
シリコンバレー発 ”世界のあらゆるセンサーをつなぐ” IoTスタートアップ「MODE」

B6 13:40-14:10 関西大学　環境都市工学/ネットワーク工学研究室
自己組織化屋内測位SmartFinderと群知能による移動センシングクラスタ

B7 14:20-14:50 埼玉大学
次世代ハプティクス技術～電気刺激による力の『人ー人』双方向遠隔制御～

B8 15:00-15:30 （株）モリサワ
IoT時代の重要なファクターといえる｢相手に伝わる文字表現｣とは

B9 15:40-16:10 Advanced Graphene Products in Poland
New approach to large-area graphene production - High Strength Metallurgical Graphene (HSMG®)

B10 16:20-16:50 Pup Scan
The world's fastest connected pocket scanner/世界最速スマートミニスキャナー

  10.4水
B14 12:20-12:50 Advanced Graphene Products in Poland

New approach to large-area graphene production - High Strength Metallurgical Graphene (HSMG®)

B15 13:00-13:30 One JAPAN
B16 13:40-14:10 Mode Japan
シリコンバレー発 ”世界のあらゆるセンサーをつなぐ” IoTスタートアップ「MODE」

B17 14:20-14:50 Green Design Co., Ltd.
“CLENN ROBOTIC COMMERCIAL WASHER/DRYER SYSTEM”

B18 15:00-15:30 One JAPAN
B19 15:40-16:10 Mode Japan
シリコンバレー発 ”世界のあらゆるセンサーをつなぐ” IoTスタートアップ「MODE」

B20 16:20-16:50 One JAPAN

  10.6金
C12 11:00-11:30 （株）モリサワ

IoT時代の重要なファクターといえる｢相手に伝わる文字表現｣とは

C13 11:40-12:10 （株）木幡計器製作所「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
既存計器のIoT化による設備の保全点検について

C14 12:20-12:50 （株）C-INK「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」
C-INK電磁波シールドインクの特性と使い方

C15 13:00-13:30 中部大学 常川研究室
感性を持つヒューマノイドロボット実現を目指したコンシェルジュHEMSサイトの開発

C16 13:40-14:10 （株）フォルテ「地域中核企業創出・支援事業（東北経済産業局）」
フォルテIoTソリューションのご紹介

C17 14:20-14:50 （有）海馬
遠隔操作ロボットによる未来

C18 15:00-15:30 アイティオール（株）
クラウドPBX（ナイセンクラウド）を活用して変わる働き方

C19 15:40-16:10 Mode Japan
シリコンバレー発 ”世界のあらゆるセンサーをつなぐ” IoTスタートアップ「MODE」

  10.5木
C2 11:00-11:30 国立大学法人九州工業大学 佐藤研究室
非接触センサーによるドライバーモニタリング（疲労検知）について技術紹介致します。

C3 11:40-12:10 国立大学法人九州工業大学
非接触生体センサとAI行動認識で介護・見守りにイノベーションを

C4 12:20-12:50 （株）ズームス「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
「バーチャルドローン」とMR（複合現実技術）の可能性

C5 13:00-13:30 新川センサテクノロジ（株）「地域中核企業創出・支援事業（中国経済産業局）」
IoTソリューションへの取り組み

C6 13:40-14:10 福井大学
通常の眼鏡と変わらないディスプレイを求めて

C7 14:20-14:50 埼玉大学
次世代ハプティクス技術～電気刺激による力の『人ー人』双方向遠隔制御～

C8 15:00-15:30 （株）ベルチャイルド「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
IIoT(Industrial IoT)のための安全なリアルタイムデータ通信ソリューション

C9 15:40-16:10 Mode Japan
シリコンバレー発 ”世界のあらゆるセンサーをつなぐ” IoTスタートアップ「MODE」

C10 16:20-16:50 Advanced Graphene Products in Poland
New approach to large-area graphene production - High Strength Metallurgical Graphene (HSMG®)

  10.4水
B12 11:00-11:30 ジーワン（株）「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
リップル通信の特徴とその可能性

B13 11:40-12:10 （株）ズームス「地域中核企業創出・支援事業（近畿経済産業局）」
「バーチャルドローン」とMR（複合現実技術）の可能性

B14 12:20-12:50 学校法人岩崎学園　情報科学専門学校/横浜医療情報専門学校
学生が取り組む社会貢献

B15 13:00-13:30 （株）フューチャースタンダード
最新技術をブロックのように組み合わせ、「安く、早く、簡単」に映像解析システムを開発出来る
映像解析プラットフォーム「SCORER（スコアラー）」のご紹介とその活用事例

B16 13:40-14:10 （有）海馬
遠隔操作ロボットによる未来

B17 14:20-14:50 （株）スマートロボティクス
オリジナルコミュニケーションロボット。「myThings Developers」との連携

B18 15:00-15:30 慶應義塾大学ハプティクス研究センター
『リアルハプティクス技術で存在は時空を超える  ～Real Avatar・もう一人の自分～』

B19 15:40-16:10 アイティオール（株）
クラウドPBX(ナイセンクラウド)を活用して変わる働き方
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実績データ Results

出展状況

エリア 出展者数 小間数国内 海外 合計

社会・街 76 31 107 531

家・ライフスタイル 38 12 50 133

デバイス・ソフトウェア 113 69 182 476

特別テーマ 241 87 328 618

合計 468 199 667 1,758 

海外出展者数の内訳（22カ国・地域／199社）

地域 国・地域数／出展者数 国・地域別の出展者数

アジア地域 11カ国・地域／132社

中国39／台湾31／インド27／
韓国15／シンガポール4／タイ4／
香港4／マレーシア4／フィリピン2／
インドネシア1／ベトナム1

ヨーロッパ地域 8カ国・地域／26社
フランス13／イギリス5／スイス2／
ポーランド2／ポルトガル1／ドイツ1／
ノルウェー1／イタリア1

北米地域 1カ国・地域／30社 アメリカ30

中東地域 2カ国・地域／11社 イスラエル10／イラン1

会場構成

■展示エリア ■コンファレンスエリア

出展者アンケート

■今回の出展目的

■『CEATEC JAPAN』の印象度
そう思う どちらともいえない そう思わない

（%）0 20 40 60 80 100

79.6% 14.3% 6.1%

77.5% 17.4% 5.1%

70.4% 20.4%

64.3% 24.5%

9.2%

11.2%

74.5% 16.3% 9.2%

60.2% 27.6% 12.2%

CPS/IoTを提案するには相応しい場

各メディアなどと連携し情報発信の場として役立つ場

新しいビジネスルート開拓に役立つ場

今後の営業・販売・受注などに役立つ場

さまざまな意見などにより今後の製品・技術開発などに役立つ場

出展者間、来場者の交流が深まる場

68.4% 新製品､新技術のアピール

62.2% 自社（自団体）からの総合的な PR、ブランドアピール

58.2% 国内の新規顧客開拓

53.1% 来場者からの反応・意見などの収集

45.9% 製品・技術の販売促進

16.3% 取引先との関係強化

14.3% 商談の成約・契約

9.2% 海外の新規顧客開拓

0 10 20 30 40 50 60 70（%）

■総合満足度

満足
81.7%

その他
7.1%

どちらとも
いえない
11.2%

出展者内訳、アンケート結果

28



実績データ Results

来場者数

 3日（火）  4日（水）  5日（木）  6日（金） 合　計

登録来場者数 24,055 28,275 34,390 40,481 127,201
海外登録来場数 691 420 398 335 1,844
登録来場数合計 24,746 28,695 34,788 40,816 129,045
登録プレス 866 241 180 149 1,436
出展関係者 6,029 5,556 5,203 4,797 21,585
合　計 31,641 34,492 40,171 45,762 152,066

来場者の属性

■業種

0 5 10 15 20（%）

1.0% IT関連流通販売
3.3% IT関連貿易・商社
3.6% ソフトウェア
5.9% 情報処理・情報サービス
2.2% 放送サービス・映像コンテンツ
1.5% インターネットサービス・Webコンテンツ
4.0% 通信サービス
2.7% その他の製造
0.4% スポーツ・玩具
0.9% 医療用機器・健康用機器
0.3% 繊維・アパレル・服飾雑貨

7.5% 電子情報通信機器

10.6% 電子部品・電子デバイス

17.1% 製造・機械・精密機器
4.5% 自動車・輸送用機器

0.9% エネルギー

2.1% 金融・証券・保険

3.0% 出版・広告・印刷

2.7% 住宅・建設・不動産

0.3% 観光・レジャー

0.8% ゲーム・アミューズメント

0.9% 教育・学習支援（学校、社会教育機関）

2.5% 化学・素材

0.1% 農業・農林・水産

0.4% 運輸

0.3% 物流

1.3% 流通

2.7% サービス

2.2% 調査・コンサルティング

2.3% 官公庁・団体

0.3% 自治体

4.1% 一般

4.2% 学生

3.2% その他

■職種

0 5 10 15 20 25（%）

1.7% システム管理・保守 

18.4% 研究・開発
1.4% 購買・資材・バイヤー
2.6% コンサルタント
12.9% 経営・管理・総務・経理

0.9% 情報処理・オペレーション

12.0% 調査・企画・マーケティング

1.3% 広報・宣伝

20.2% 営業・販売

0.9% 販売

1.3% その他の職種

6.0% 一般

4.5% 学生

11.3% エンジニア・設計・デザイン・クリエイティブ

1.6% 生産・製造・検査

■性別

男性
89.6%

女性
10.4%

■年齢

40代
27.2%

10代以下
1.2%20代

14.7%

30代
19.8%

60代以上
11.0%

50代
26.1%

■来場目的

業界動向調査
41.7%

商談・商取引
3.5%

技術的関心
32.6%

製品・技術
導入検討
10.1% 一般的興味

12.2%

■職制

その他
56.7%

管理職
32.9%

経営者・役員
10.4%

来場者内訳、アンケート結果
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来場者アンケート　※事後来場者アンケート結果より

■『CEATEC JAPAN 2017』で滞在された時間を教えてください

5時間くらい
12.8%

１日中
13.6%

6時間くらい
11.8%

4時間くらい
20.0%

1時間くらい
2.7%

2時間くらい
14.7%

3時間くらい
24.3%

■次回の『CEATEC JAPAN』にご来場いただけますか

来場したい
61.3%

多分来場しないだろう

1.1%

その時に
ならないと
わからない
37.6%

■『CEATEC JAPAN 2017』全体を通して、どのように感じられましたか

37.6% 新たなビジネスチャンス等が実感できた
45.3% ベンチャーなどの動向が把握できた
50.1% CPS/IoTの異業種との動向が把握できた
32.3% CPS/IoTの海外動向が把握できた
67.9% CPS/IoTの今後が実感できた
75.1% CPS/IoTのいまが実感できた

（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80

■ IT関連製品・サービスの購入・導入への関与度

32.7% 仕事上購入に対して検討する情報を収集する

34.4% その他

24.2% 仕事上購入に対して意見や指導を求められる

8.7% 仕事上購入に対しての決定権がある

0 5 10 15 20 25 3530 （%）

■ IT関連製品・サービスの購入の年間予算

51.7% 予算にタッチしていない
26.3% わからない
7.0% 250万円以上 1,000万円未満
5.5% 1,000万円以上 5,000万円未満
3.7% 5,000万円以上 1億円未満
3.8% 1億円以上 10億円未満
2.1% 10億円以上

（%）0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

■自社商品開発に際しての本人の役割

24.3% 商品開発に関しての意見や指導を求められる
9.0% 商品開発の方針を決定する

29.5% 商品開発に関する検討のための情報を収集する

37.2% その他
0 5 10 15 20 25 30 35 40（%）

■来場者目的詳細①

61.6% 仕事・業務の一環

31.0% 仕事・業務と個人的趣味の両方
7.4% 個人的趣味

0 10 20 30 40 50 60 70（%）

■来場目的詳細②（複数回答の場合）

8.0% 取引先との交流・親交強化
16.4% 競合他社の情報入手

6.5% ビジネスマッチング・商談
12.6% ビジネスルート開拓

75.3% 業界の動向把握
76.5% 製品･技術の最新情報入手

10.9% 導入検討の下調べ

37.8% 一般的な興味･関心

2.3% その他
（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80
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実績データ Results

広報・プロモーション

（4） オンラインニュース掲載数
　　国内 3,419件　海外4,544件

※2017年10月31日現在／出展者・製品のみの記事等は除く。

　　■   CEATEC JAPAN 2017を取り上げた主な国内のオンラインニュース／
WEB電子版（抜粋／順不同）
◇主要ニュースサイトを中心に IoTに関連する記事が掲載されました。
@DIME iza：イザ！ ケータイ Watch
＠ IT Japan Today ジョルダンニュース !
＠ IT MONOist Kabutan.jp ダイヤモンド・オンライン (Diamond Online)
@niftyニュース Ketchapp! テレビ東京
@Press Kingsoft テレ朝 news
47NEWS Mapion とれまがニュース
AFPBB News Minkabuニュース ニコニコニュース
AINOW Mixi ニュース ニュース - msn
Antenna mixi（ミクシィ） ニュースイッチ
ASCII.jp MSN Japan ニュース記録アンテナ
Autoblog JP MSN自動車 ネタりか
AV Watch NewsPicks はてなブックマーク
Best Times NEWSポストセブン フジテレビニュースネットワーク
Biglobe ニュース Nikken Times プレスリリース - Infoseek ニュース
Bizloop NTTドコモ（docomo） マイナビニュース
Car Watch OKGuide みんなの株式
Carview! Osdn モードプレス
CNET Japan PC Watch モーニングスター
Cubeニュース - CubeSoft PR TIMES ライブドアニュース
EconomicNews President Online ラジオ NIKKEI
EE Times Japan Quick Order レスポンス
Engadget Japanese RBB Today ロイター
Excite SankeiBiz 家電 Watch
Expo Today Sanspo.com 共同通信 PRワイヤー
goo ニュース SEOTOOLSニュース 共同通信社
goo 自動車 &バイク So-netニュース 産経ニュース
Goods Press Stereo Sound 産経フォト
Gunosy The Japan News 週刊アスキー PLUS
ICT教育ニュース Yahoo!ゲーム 朝日新聞
Impress Watch Yahoo!ニュース Japan 伝説の営業マン
Infoseekニュース Yahoo!ファイナンス 投資家ネット
Internet Watch ZDNet Japan 日刊工業新聞
Investing Japan ZUU Online 日経テクノロジーオンライン
ITmedia LifeStyle アメーバニュース 日経トレンディネット
ITmedia ニュース エキサイト 日経ビジネス オンライン
ITmedia ねとらぼ オリコンスタイル 日本経済新聞
ITmedia ビジネスオンライン ガジェット通信 毎日新聞

（5）国内の新聞・雑誌記事件数
　　324件　　　※2017年10月3日～6日までの実績

　　■   CEATEC JAPAN 2017を取り上げた 
主な国内の新聞記事（抜粋／順不同）

日本経済新聞 日刊工業新聞 The Japan News
読売新聞 電気新聞 The Japan Times
朝日新聞 電波新聞 サンケイスポーツ
毎日新聞 日刊産業新聞 聖教新聞
産経新聞 スポーツニッポン 日刊スポーツ
東京新聞 日刊自動車新聞 日本証券新聞
中日新聞 日刊ゲンダイ 日本物流新聞
日経産業新聞 朝日小学生新聞 科学新聞
Fuji Sankei Bujiness i. 夕刊デイリー
  

◆記事内容 /キーワード
•CPS/IoT　•人工知能 / AI　•自動運転　•ロボット　•フィンテック　•スマートホーム

•インド　• Society 5.0 /超スマート社会　• Connected Industries　•CEATEC AWARD

◆記事の論調
「見本市シーテックきょう開幕／家電激減、主役は企業向け」

  （日本経済新聞 10月3日）

「フィンテック3メガ銀攻勢」 （日本経済新聞 10月3日）

「IoT技術全面 スマートホームなど展示／IoTの未来が見える／広がる連携 多業種出展」  
 （日経産業新聞 10月3日）

「IoT使い働きやすく／シーテック開幕」 （朝日新聞 10月3日）

「IoT・AI異業種続々／シーテックきょう開幕」 （読売新聞 10月3日）

「未来の生活いかが？／シーテックきょう開幕」 （毎日新聞 10月3日）

「「脱家電」鮮明に／シーテック・ジャパン開幕」 （産経新聞 10月3日）

「家電にネット化の波／「IoT」展示拡充／シーテックきょう開幕」
  （東京新聞 10月3日）

「シーテックきょう開幕“新しい社会”へ技術発信」 （日刊工業新聞 10月4日）

など

（1） CEATEC JAPAN 2017 プレスリリース（報道発表）
　①   2/2 開催テーマ決定
　②   8/1 入場事前登録 /コンファレンス聴講予約を開始
　③   8/1 主催者特別企画展示「 IoTタウン」 の出展概要を発表
　④   10/2 667社 /団体が出展する「CPS/IoT総合展」が開幕
　⑤   10/3 CEATEC AWARD 2017 総務大臣賞・経済産業大臣賞 決定
　⑥   10/4 CEATEC AWARD 2017 各部門グランプリ・準グランプリ 決定
　⑦   10/6 「CPS/IoT総合展」、出展者数・登録来場者数ともに増加し、盛況のうちに閉幕

（2）海外プレスリリース配信（English）
　①   8/1   Online Visitor Pre-registration Available from Aug. 1
　②   8/1   Introducing IoT Town – Sponsors’ Special Exhibit
　③   10/2   CPS/IoT exhibition to feature 667 companies & organizations
　④   10/3 CEATEC AWARD 2017 Two Ministerial Awards Selected
　⑤   10/6 CPS/IoT exhibition comes to successful conclusion – numbers of exhibitors and registered visitors both up

（3） 登録プレス数 
　　1,436名
※うち海外79名
（米国、英国、中華人民共和国、台湾、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、香港、インドなど）
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（7） 海外向けテレビ／ネット放送局放映実績
　　放映時間合計：13時間17分54秒　
●全世界

BBC WORLD – “Click” 1時間 22分 43秒

NHK WORLD – NEWSLINE、Great Gear、他 16分 20秒

●米国 + 中南米
BBC WORLD – “Click” 2時間 09分 59秒

米国：ローカル局 – Steven Greenberg Show
（NBC、ABC他） 09分 03秒

KTLA-5（ロサンゼルス） – ネットワーク 3時間 39分 00秒

●米国・中南米・南米

Telemundo International（スペイン語） 11分 24秒

●米国 +コロンビア
CMI TV（Primera Hora） 他 28分 46秒

●英国

BBC News Channel（Click）他 2時間 56分 00秒

●フランス

LCI（LCI matinale）他 47分 22秒

●中近東

BBC Persian TV（Farsi Click） 1時間 17分 17秒

（8）メディアパートナー
　WEB メディア・関連業界紙誌等と協力し、開催前から開催後に
至るまで情報を発信しました。また、様々な相互協力により新しい
来場者層への業種・職種ターゲットを絞った PR を実施。

◆ CEATEC JAPAN 2017 Prime Media Partner

◆ CEATEC JAPAN 2017 Media Partner

（9）CEATEC JAPAN オフィシャルメールマガジン
　　  過去の来場者および新規入場登録者、約29万件に向けてメール
マガジンを21件配信。

（10）CEATECニュース
　　  CEATEC JAPANのみどころをメディアパートナーの協力記事含め、
出展者情報など話題性の高い情報を全52件配信。

（11）PRツール（印刷物）の作成
　①   DM招待券（和英）・封筒を作成し、出展者・主催団体・関係団体・

メディアを中心に広く配布。
　② コンファレンスプログラム /会場案内図（和英）を作成し、会期
中全来場者に向けて配布。

（6） 国内テレビ放映実績（10月2日～31日 ※一部のラジオ、ネット放映を含む）

　　放映時間合計：4時間54分13秒
放送日 放送局 番組名≪放映時間≫

10/2（月）
開催前日

NHK おはよう日本《1'11》、ニュースシブ5時《1'31》、
ニュースチェック11《4'18》

NHK国際放送
（Cable30局） NEWSROOM TOKYO《3'16》

日本テレビ Oha!4NEWSLIVE《0'23》、ヒルナンデス《1'14》、
情報ライブミヤネ屋《2'27》、news every《5'29》、NEWSZERO《0'19》

日テレ NEWS24 the Social《1'58》
TBS ひるおび《1'22》、ゴゴスマ～ GOGO!Smile!《4'41》、Nスタ《0'56》

フジテレビ ニューススピーク《1'50》、みんなのニュース《1'35》、
THE NEWSα《3'01》

テレビ朝日 ワイド！スクランブル第一部《1'14》、スーパー Jチャンネル《1'46》
テレビ東京 ゆうがたサテライト《1'09》、ワールドビジネスサテライト《6'44》
BSジャパン 日経プラス10（中継）《11'11》

10/3（火）
開催初日

NHK おはよう日本《10'26》、首都圏ネットワーク（中継）《6'14》
NHK国際放送
（Cable30局） NEWSLINE《3'16》× 4

日本テレビ Oha!4NEWSLIVE《7'39》、ZIP《1'29》、スッキリ《0'10》、
news every《2'12》

TBS はやドキ《1'58》

フジテレビ めだましテレビアクア《1'08》、めだましテレビ《1'27》、
とくダネ！（中継）《3'45》、THE NEWSα《1'38》

テレビ朝日 グッド！モーニング《1'01》
テレビ東京 Newsモーニングサテライト《1'48》、ワールドビジネスサテライト《6'22》
BSジャパン ワールドビジネスサテライト（再）《6'44》、日経モーニングプラス《3'11》
千葉テレビ NEWSチバ 600《1'22》、NEWSチバ 930《2'10》
ニッポン放送 高田文夫・ラジオビバリー昼ズ《2'04》

10/4（水）

NHKラジオ 先読み！夕方ニュース《13'23》
フジテレビ ノンストップ !《11'55》、THE NEWSα《4'46》
テレビ朝日 Ameba-TV  けやきひる sニュース（中継）《5'52》
BSジャパン ワールドビジネスサテライト（再）《6'22》
毎日放送 VOICE《2'40》

10/5（木） TBS Nスタ《0'30》

10/7（土）

NHK BS-1 経済フロンティア《2'40》
フジテレビ 新・週刊フジテレビ批評《16'04》
BSジャパン 日経プラス10サタデー《5'09》
CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )《8'48》、CLICK（クリック )《8'43》

10/8（日） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )（再）《8'48》× 3

10/9（月） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック）（再）《8'43》

10/11（水） NHK おはよう日本《1'38》、ニュースウォッチ9《0'31》

10/12（木） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )（再）《8'48》

10/14（土） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )《3'01》× 2

10/15（日） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )（再）《3'01》× 3

10/16（月）
フジテレビ みんなのニュース《2'38》
CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )（再）《3'01》

10/19（木） CS353 BBC 
World News CLICK（クリック )（再）《3'01》

10/27（金） MXテレビ パックン＆北麻友子の VRフレンド《0'54》
10/29（日） NHK BS-1 月刊スーパーハイビジョンニュース《3'11》
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CEATEC JAPAN 公式アプリ

EPIプロジェクト Event Performance Indicator
展示会としての新たな評価の指標作りに向けて来場者の行動動態調査
を実施
①来場者の流れを可視化できる『ヒートマップ』
②自分の訪問したブースの情報をリアルタイムでクリッピング『LIVE
レポート』
③来訪者の属性情報をレポート化する『訪問者レポート』
④CEATEC当日に来訪者にアプローチできる『PUSH通知』

年間を通じて様々な情報をリアルタイムにお伝えしました。各種プレスリリースや必要アイテム・情報
を集約し、開催にあたっては、来場者入場事前登録、コンファレンス聴講予約の機能を付加しました。
出展者各社見どころの更新、CEATEC ニュース記事のアップ、出展者プレスリリースの掲載、各種企
画の案内などの情報発信を行い、大変多くの方に閲覧いただいています。

■ページビュー　　5,976,221件 （2017 7/1～2017 10/31）

■セッション数　　1,002,702件 （2017 7/1～2017 10/31）

　  ※  「セッション」は、Websiteに訪問・接続・ログインしたユーザーが、サイト内を閲覧し、離脱・切断・ログオフする
までの、一連の行動をまとめたものをいいます。セッションはブラウザが閉じられたり一定時間反応がないと終了します。
同義として「ビジット数」「訪問数」とも呼ばれます。

■ CEATEC ニュース 記事掲載　52件（内 Prime Media Partner 提供記事 26件）

■動画配信
 YouTube などにレセプションや会場内、CEATEC AWARD 受賞製品などを集約し、国内外への
情報発信力を強めました。
動画件数　24件

■ CEATEC JAPAN 2017特設サイトリンク集
　掲載リンク数：27件（日英合わせて）　合計クリック数：1,538回 （2017 7/1～2017 10/31）

　 出展各社の CEATEC JAPAN 2017特設サイトを公式Websiteで紹介。 効果的な情報発信を促進し、相乗
効果を生みました。

■ソーシャルネットワーク対応
　◆ CEATEC JAPAN 公式 Facebook　　　◆ CEATEC JAPAN 公式 Twitter ※2017 10/31現在

　 「いいね」数　7,437件　　　　　　　 フォロワー数　4,120件

■来場者向け施策
ジョルテアプリ×CEATEC
ジョルテアプリ内にCEATEC専用モードを表示

■出展者向け施策
ビーコン×CEATEC
展示会のパフォーマンスを分析・レポート化

■実施結果
カウント数 合計

2017-10-03 2017-10-04 2017-10-05 2017-10-06 4日間

来場者 (出展社 /プレス除く ) 25,612名 28,936名 34,968名 40,965名 130,481名

ジョルテ CEATECモード利用者総数 918名 1,342名 1,742名 1,968名 5,970名

CEATECモード利用者数（検知数3回以上） 611名 818名 1,062名 1,245名 3,736名

会場新規ダウンロード：2,400名

※検知数３回未満の登録者 IDは、EPIレポートには利用しておりません

実績データ Results

CEATEC JAPAN 公式Website

リアルタイムヒートマップ 訪問ブースの自動履歴化と
パンフレットダウンロード

CEATEC JAPAN 2017モード

⇒
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開　催　概　要 Exhibit Outline

　名　称　
　  CEATEC JAPAN 2017（シーテック ジャパン 2017）
（Combined Exhibition of Advanced Technologies）

　開催趣旨　
　  新たな産業革命と言えるデータ駆動型、また情報活用型社会到来に向けたモノ・サービス・テクノロジ―を一堂に会し、新たなビジネスの創出
と技術および情報交流、社会的課題の解決策の提案を行い、一層の産業の発展と生活の向上および社会への貢献を促す。

　会　期　
　2017年10月3日（火）～ 6日（金）午前10時～午後5時

　会　場　
　幕張メッセ　千葉市美浜区中瀬2-1

　入　場　
　全来場者登録入場制
　▶  当日登録：入場料一般1,000 円・学生500 円
（学生20 名以上の団体および小学生以下は入場無料）

　▶Web 事前登録者・招待券持参による当日登録者：入場無料

　主　催　
　CEATEC JAPAN 実施協議会
　▶一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
　▶一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）
　▶一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

　後　援　
　▶  総務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省（建制順）
　▶  独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／国立研究開発
法人産業技術総合研究所（AIST）／国立研究開発法人情報通信
研究機構（NICT）／独立行政法人情報処理推進機構（IPA）／独
立行政法人中小企業基盤整備機構／日本政府観光局（JNTO）

　▶千葉県／千葉市
　▶ NHK／一般社団法人日本民間放送連盟
　▶  一般社団法人日本経済団体連合会／日本商工会議所／東京商工会
議所／千葉商工会議所

　▶  米国大使館商務部／駐日欧州連合代表部／英国大使館貿易・対英
投資部／フランス大使館 貿易投資庁 -ビジネスフランス／ドイツ
大使館 （順不同）

　協賛団体　
　▶  一般社団法人電気通信事業者協会／一般社団法人電気通信協会／

一般財団法人インターネット協会／一般社団法人情報通信技術委
員会／一般財団法人日本情報経済社会推進協会／一般社団法人
IT 検証産業協会／一般社団法人コンピュータ教育振興協会

　▶  一般社団法人電波産業会／一般財団法人電波技術協会／一般社団
法人衛星放送協会／一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟／一般
社団法人日本 CATV 技術協会

　▶  全国家電流通協議会／全国電機商業組合連合会／全国電子部品流
通連合会／一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会

　▶  一般社団法人日本電機工業会／一般社団法人ビジネス機械・情報
システム産業協会／一般社団法人日本オーディオ協会／一般社団
法人日本医療機器工業会／一般社団法人日本電気計測器工業会／
一般社団法人日本電気制御機器工業会／一般社団法人カメラ映像
機器工業会／一般社団法人組込みシステム技術協会／一般社団法
人日本電子回路工業会

　▶  一般社団法人日本自動車工業会／特定非営利活動法人 ITS Japan 
／一般社団法人日本自動車部品工業会

　▶  電気事業連合会／一般財団法人新エネルギー財団／一般財団法人

省エネルギーセンター／一般社団法人日本電気協会／一般社団法
人電池工業会／一般社団法人太陽光発電協会／一般社団法人日本
風力発電協会／一般社団法人ソーラーシステム振興協会／スマー
トコミュニティ・アライアンス

　▶  一般社団法人住宅生産団体連合会／一般社団法人日本機械工業連
合会／一般社団法人日本ロボット工業会／一般社団法人日本冷凍
空調工業会

　▶  一般財団法人デジタルコンテンツ協会／一般社団法人日本映像ソ
フト協会／一般社団法人日本書籍出版協会／一般社団法人日本レ
コード協会 （順不同）

　協賛学会　
　▶  一般社団法人映像情報メディア学会／公益社団法人応用物理学会

／一般社団法人画像電子学会／一般社団法人情報処理学会／一般
社団法人電気学会／一般社団法人電子情報通信学会

 （順不同）

　協　力　
　  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

　グローバルパートナー　
　▶   Consumer Technology Association（CTA） / International CES
（USA）

　▶   Messe Berlin / IFA（Germany）
　▶   Messe München International / electronica（Germany）, 

electronica & Productronica China（China）
　▶   Hanover Fairs / CeBIT（Germany） （順不同）

　アジアパートナー　
　▶   China Council for the Promotion of International Trade, 

Electronics & Information Industry Sub-Council（CCPIT ECC）
　▶   China Electronic Chamber of Commerce（CECC）
　▶   China International Software & Information Service Center
（CiSiS）

　▶   The Hong Kong Electronic Industries Association（HKEIA）
　▶   Taiwan External Trade Development Council（TAITRA）
　Asia Electronics Exhibition Cooperate Conference （AEECC※） メンバー
　▶   China Electronic Appliance Corporation（CEAC）
　▶   Hong Kong Trade Development Council（HKTDC）
　▶   Korea Electronics Association（KEA）
　▶   Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association
（TEEMA） （順不同）

　※   Asia Electronics Exhibition Cooperate Conference（AEECC） は1997年

に組織され、各国・地域で開催している展示会間の PR・広報協力などに関

して相互協力関係を構築しています。

　運　営　
　CEATEC JAPAN 運営事務局
　（一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会）
　〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル5階
　電話：（03）6212-5233　FAX：（03）6212-5226
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