※ 本展示会の取材は、事前の取材申込が必須となります。最終ページよりお手続きください。

【取材のご案内】
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報道関係者各位

リード エグジビション ジャパン株式会社

1,500 社が出展する日本最大の IT 専門展

「Japan IT Week 春 2015」明後日開催！
5 月 13 日（水）～15 日（金） 東京ビッグサイト
リード エグジビション ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 石積 忠夫）は、2015
年5月13日（水）～15日（金）の3日間、12の専門展から構成される「Japan IT Week 春 2015」を東京ビッグ
サイトにて開催します。
いよいよ明後日に迫った「Japan IT Week 春 2015」。今年は1,500社が出展し、来場者は85,000名を予
定しています。本リリースでは、注目の展示会情報をハイライトでお伝えします！
第 4 回 IoT/M2M 展【春】
「クラウド型ワイヤレス M2M プラットフォーム」、「産業用 IoT ゲートウェイソリューション」、「道路、橋梁など老朽
化状態を簡易的に測定するインフラ診断センサ」や「業界最高水準の Linux 搭載 M2M デバイス」などの最新の
IoT/M2M 関連製品を見ることができます。
第 20 回 ビッグデータ活用展 【春】
「世界最速クラスのビッグデータ分析を可能にした大規模 CRM」や「ビッグデータを分析する外食産業向け
BI ツール」など、最新の活用ソリューションが数多く出展します。
第 5 回 スマートフォン＆モバイル EXPO【春】
「MFi 対応の 2 次元 Bluetooth バーコードリーダー」、「ウェアラブルビーコン」、「モバイル端末向けガンタイプワ
イヤレススキャナ」などの最新のモバイルソリューションが多数出展します。
第 1 回 IT プロダクツ展 ～モバイル端末・周辺機器展～
「日本初登場の SIM フリー端末」、「最新コネクタ用ケーブル USB3.1 TYPE C」や「宙に浮く不思議な Bluetooth
スピーカー」など、最新の IT プロダクトを見ることができます。
第 3 回 通販ソリューション展【春】
「グローバル E コマースプラットフォーム」や「越境 EC 向け翻訳サービス」などグローバルに EC 事業を展開する
ためのソリューションも数多く出展します。
第 12 回 情報セキュリティ EXPO 【春】
「サイバー攻撃、マルウェア、ゼロデイ対策に特化したエンドポイント製品」「内部からの情報漏えい対策やマイ
ナンバー制度対応に最適なセキュリティソフトウェア」「標的型攻撃自動対応ソリューション」など、巧妙化する
サイバー攻撃に対抗するセキュリティソリューションが数多く出展しています。

前回（2014 年春）の展示会風景

―取材に関するお問合せ先―

IT Week 広報事務局（共同 PR） 担当：高田・樋口・峰松
TEL:03-3571-5236 FAX:03-3574-9364 E-mail:itweek-pr@kyodo-pr.co.jp
当日の連絡先：080-6616-5697（高田）

注目の基調講演をご紹介！
各専門展セミナー情報：http://www.japan-it.jp/seminar/
第 18 回 組込みシステム 開発技術展
【基調講演】 ～自動運転の実現に求められる組込み技術とは？ 5/13（水）12：30～14：00
最先端技術を取り込み進化を続ける自動車の未来
日産自動車（株）
理事（VP）
総合研究所長 / アライアンス グローバル ダイレクター
土井 三浩

自動走行システムの現状と将来 ～SIP 自動走行システムの取組み～
トヨタ自動車（株）
製品企画本部
CSTO 補佐 / SIP 自動走行システム サブ PD（Program Director）
葛巻 清吾

第 9 回 Web&モバイル マーケティング EXPO【春】
【基調講演】 5/13（水）10：00～11：30
Google が解き明かすモバイル・デジタル時代のこれから
～今後 5 年の急速な変化～
グーグル（株）
Google for Work 日本代表
阿部 伸一

The Future of Marketing 2015
セールスフォース・ドットコムが考えるデジタルマーケティングのこれから
（株）セールスフォース・ドットコム
Salesforce Marketing Cloud 本部
執行役員
営業・ソリューションコンサルティング
笹 俊文

ビッグデータを活用したマーケティングソリューションの可能性
ヤフー（株）
執行役員 マーケティングソリューションカンパニー長
荒波 修

＜Japan IT Week 春 2015 開催概要＞
日 時：5 月 13 日(水)～15 日（金）
10：00～18：00（15 日は 17:00 まで）
会場：東京ビッグサイト 東・西ホール
来場予定者数：85,000名
出展社数 ：1,500 社※ ※最終的な見込み数
主 催：リード エグジビション ジャパン株式会社

前回の（2014 年春）特別講演風景

※本展の取材は事前登録が必要です。事前にお申込みいただけない場合、取材をお断りさせていただく可能性がございます。
※お申し込み後、「取材確認書」を送付いたしますので、当日必ずお持ちください。
※以下、必要事項をご記入の上、事務局まで FAX にてご返送ください。

■取材申込用 FAX用紙■
IT WeeK 広報事務局 高田、樋口、峰松宛
1,500 社が出展する日本最大の IT 専門展
「Japan IT Week 春 2015」明後日開催！
5 月 13 日（水）～15 日（金） 東京ビッグサイト

FAX：03-3574-9364
ご取材いただきます場合には、5 月 12 日（火）までに FAX にてお申し込みください。
また、メールでの申込みも承っております。itweek-pr@kyodo-pr.co.jp までお申込みください。
※同リリースは事務局からも提供を行うため、重複する事がございますがご了承下さい。

◆アクセス
会

場：東京ビッグサイト東・西ホール

住

所：〒135-0063

日

時：2015年5月13日(水)～15日（金）

東京都江東区有明3-11-1

10：00～18：00（15 日のみ 17:00 まで）
◆りんかい線
「 国際展示場 」駅下車 徒歩約 7 分
◆ゆりかもめ
「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約 3 分

●貴社名/媒体名
●部署名
●ご芳名

（他

●ご取材予定日
●撮影

有（□スチール □ムービー）

●ご連絡先

(ＴＥＬ)

無

（e-mail）

●備考
ご要望・ご希望のある方はご一報くださいますようお願い申し上げます。
今後このような FAX が不要の方は、次の□にチェックをし、そのまま FAX 03-3571-5236 宛にご返信ください。
□今回送られた展⽰会に関する FAX を停止してください。
□今後 E-mail での配信にしてください。（E-mail ：
）

名）

