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平成 27 年 10 ⽉ 15 ⽇

リード エグジビション ジャパン株式会社

前回⽐ 110 社増の 540 社が出展！

「Japan IT Week 秋 2015」
10 ⽉ 28 ⽇（⽔）から 30 ⽇（⾦）に幕張メッセで開幕

■ 昨年よりさらに規模を⼤幅拡⼤！ 前回⽐ 110 社増の 540 社が出展し
33,000 名が来場する、国内最⼤級の 「IT 導⼊のための商談の場」 に
■ 「IoT/M2M 展【秋】」 の初開催をはじめ、「ビッグデータ活⽤展【秋】」
「クラウドコンピューティング EXPO【秋】」など、8 つの IT 専⾨展を同時開催

⽇本最⼤の国際⾒本市主催会社、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
社⻑ ⽯積 忠夫）は、10 ⽉ 28 ⽇(⽔)から 10 ⽉ 30 ⽇(⾦)までの 3 ⽇間、幕張メッセ(千葉市美浜区)で国内
最⼤級の IT 専⾨展『Japan IT Week 秋 2015』を開催します。
今回で 6 回⽬を迎える Japan IT Week【秋】は、世界最先端の IT 製品・サービスが⼀堂に会し、国内外の業界関
係者をはじめとして幅広いユーザーが来場する IT 専⾨展です。2020 年までに IoT（Internet of Things）の普及
によるインターネットに接続する世界のデバイス数は 500 億超、⽇本における IoT の市場規模は約 16 兆円に達すると
予測されている中、『Japan IT Week 秋 2015』では、「第 1 回 IoT/M2M 展」を新規開催。出展企業とユーザー
との新たなビジネス機会を創出し、課題解決、IT 製品導⼊・選定のために最適な場を提供いたします。
▼開催概要
名称

Japan IT Week 秋 2015

会 期

2015 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽔）〜 30 ⽇（⾦） 午前 10 時〜午後 6 時

会 場

幕張メッセ (千葉市美浜区中瀬 2-1)

Web サイト

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

構成展⽰会

第 1 回 IoT/M2M 展【秋】、第 6 回 クラウドコンピューティング EXPO【秋】、第 5 回 情
報セキュリティ EXPO【秋】、第 5 回 Web&デジタルマーケティング EXPO【秋】、第 5 回
スマートフォン&モバイル EXPO【秋】、第 4 回 データセンター展【秋】、第 4 回 ビッグデー
タ活⽤展【秋】、第 3 回 通販ソリューション展【秋】、

出展者数/来場者数⾒込み

540 社 / 33,000 名

主 催

リード エグジビション ジャパン株式会社
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注⽬の基調講演・特別講演
≪Japan IT Week【秋】 基調講演≫ 10 ⽉ 28 ⽇（⽔）10：00〜11：30
◆未来を創るテクノロジーとイノベーション 〜コネクティッド・ワールドにおける MS プラットフォーム〜
平野 拓也 ⽒／⽇本マイクロソフト（株）取締役 代表執⾏役 社⻑
◆「繋がる」世界とビジネスの再創造 〜最新事例に学ぶデジタル・トランスフォーメーション〜
内⽥ ⼠郎 ⽒／SAP ジャパン（株）代表取締役会⻑
≪IoT/M2M 展【秋】 特別講演①≫ 10 ⽉ 28 ⽇（⽔）15：00〜16：30
◆IoT がもたらす構造変化と商機 〜ヒューマンセントリック IoT でお客様ビジネスを共創〜
⾹川 進吾 ⽒／富⼠通（株）執⾏役員常務 インテグレーションサービス部⾨ 副部⾨⻑
◆ファナックの IoT への取組みと今後のビジョン
稲葉 清典 ⽒／ファナック（株）専務取締役 ロボット事業本部⻑
≪IoT/M2M 展【秋】 特別講演②≫ 10 ⽉ 29 ⽇（⽊）10：00〜11：30
◆IoT/M2M がもたらす予測ビジネスと未来社会
荒⽊ 健吉 ⽒／ソフトバンク（株）法⼈事業開発本部 事業戦略企画室 室⻑
◆KDDI における IoT/M2M への取組みと将来展望
⾼⽐良 忠司⽒／KDDI(株)ソリューション事業本部 コンバージェンス推進本部 モバイルビジネス営業部 部⻑
◆⾒えてきた IoT 動向と、NTT ドコモの IoT 戦略
⾕ 直樹 ⽒／（株）NTT ドコモ 法⼈ビジネス本部 IoT ビジネス部 部⻑
等、多数

前回（2014 年秋）の 展⽰会場の光景
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前回（2014 年秋）の セミナー会場の光景

■「Japan IT Week 秋 2015」の会場案内図はこちらからダウンロードください。
http://www.japan-it.jp/aki/doc/floorplan15/

「リード エグジビション ジャパン株式会社」について
リード エグジビション ジャパン株式会社は、世界 34 の国と地域に拠点を持つ、グローバル企業リード エグジビション グ
ループ（本部ロンドン）の⼀員であり、国際⾒本市（展⽰会）を主催する⽇本最⼤の企業です。1986 年に設⽴さ
れて以来、⼀貫して「⾒本市を開催すること」は、「国家、都市、産業、企業、ひいては国⺠を豊かにすること」という使命
感をもち、年間 123 本（2015 年実績）の国際⾒本市を強⼒に推進しています。

-------------------------------------【本プレスリリースに関する問合せ先】
Japan IT Week 広報・PR 担当（株式会社井之上パブリックリレーションズ）
担当：鈴⽊、関⼝ E-mail：press-as1@inoue-pr.com TEL：03-5269-2301
リード エグジビション ジャパン株式会社（Japan IT Week 事務局）
担当：森嶋 E-mail：morishima@reedexpo.co.jp TEL：03-3349-8504
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返信先 ： Japan IT Week広報・PR担当⾏ FAX:03 - 5269 - 2305
E-mail:

press-as1@inoue-pr.com

Japan IT Week 取材申込書
⽇時 ： 2015年10⽉28⽇（⽔）〜10⽉30⽇（⾦） 場所：幕張メッセ
貴社名
貴媒体名
部署名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
ご芳名
参加⼈数
計

名様

カメラ
スチール
駐⾞場利⽤
希望

□希望する ⾞種（
□希望しない

ご連絡先

TEL：

・

ムービー

・

なし

）ナンバー（
FAX：

Email：

※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。

【本件に関する問合せ先】
Japan IT Week 広報・PR 担当（株式会社井之上パブリックリレーションズ）
担当：鈴⽊、関⼝ E-mail：press-as1@inoue-pr.com TEL：03-5269-2301
リード エグジビション ジャパン株式会社（Japan IT Week 事務局）
担当：森嶋 E-mail：morishima@reedexpo.co.jp TEL：03-3349-8504
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）

