
ET・IoT展は、大きく変わります！

主催 ： 一般社団法人組込みシステム技術協会　　企画・推進 ： 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

2018 11/14    -11/16    パシフィコ横浜 10:00 - 17:00
15日（木）は18:00まで

来場事前登録は、公式HPから受付中です。 >>> http://www.jasa.or.jp/expo/
水 金

主催者テーマパビリオン
“エッジテクノロジー”の中でも新たなサービスが見え始めた
4つの技術の集中展示コーナーを開設！
基調講演テーマとも連動させ、最新トレンドを紹介します。

IoTテクノロジーのキーは

エッジテクノロジーへ!
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膨大なデータ処理をクラウド領域で行うIoTの問題解決に、より現場に近いエッジ側で
の処理にシフトする動きが急速に高まっています。ET・IoT展はIoTの新潮流をキャッチ
アップし、「エッジテクノロジー総合展」として大きく進化します。

ET×ET（エッジテクノロジー）によって実現されるスマートな社会

次世代モビリティコーナーでは、アセントロボティクス社
の「深層強化学習を使った自動運転者AI」実車を展示

エッジコンピューティング 次世代モビリティ

ハプティクスエッジAI

最新
ハプティクス体験
コーナーも
ご用意！

いま最も勢いのあるスタートアップ企業が集結!!

ビジネスイベント用
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ソリューション

Computer Vision for 
Face Recognition 
Technology in IoT 
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駐車場シェアリング
サービス
「スマートパーキング」

電源監視によるIoT
プラットフォーム

遠隔ビル管理
IoTシステム

IoT AI 
Development Kit、 
SoM（モジュール）

Selfie Video 
Signature

毛細血管スコープ／
CAS Rating

Smart VentSoftware, eBus 
embedded 
system

紛失防止タグ
MAMORIO

Bluetooth Module, 
LoRa+BLE combo 
Module, UWB+BLE 
combo Module

現場支援
クラウドサービス

工場内のあらゆる
工程の中で
活用できるAI

需要予測AI 
～ Hawk～

ウェアラブル
アルコールガジェット
（試作品）

高臨場感で
エンタメ革命！
遠隔釣りシステム

脳波眼鏡、
感性ジュールロガー、
脳年齢チェッカーなど。
※10月以後変更有

AI技術を活用した
外観検査ロボット
「TESRAY」

AI異音検知
プラットフォーム
-FAST-D

スマート電球
TeNKYU

ヤオヨロズテック

主主主主見どころ その1

い見どころ その2

日本、台湾、イスラエル、フランス、中国…国内外から話題のスタートアップ企業約
30社が一堂に介すパビリオンを新設!!展示会初出展企業や話題の企業が発信する
斬新なアイデア、最先端技術が体験でき、新たなビジネスマッチングを促進します！

メインステージ＆パビリオン内プレゼンステージで
各社がショートスピーチで“売り込み”

※詳細はカンファレンス面をご参照ください

ジ＆＆パビパビパビ オリオリオ 内ン内ン内ププレプレ
連日実施!

印刷した本招待状持参者及Web事前登録者は、
展示会入場料（1,000円）が無料！

出展社名

ブース番号

http://www.jasa.or.jp/expo/event/startup.html
http://www.jasa.or.jp/expo/exhibitors/organizer_pavilion.html
999PP4893
テキストボックス
４ページ目の来場登録欄にご記入お願いします。



 ET2018 / IoT Technology2018　出展社一覧              50音順（2018年10月16日現在）
課題解決のヒントが見つかる3日間。お見逃しなく

ア　　　
ET IoT アーム株式会社

 - IARシステムズ株式会社
 - アバントテクノロジー
 - イーソル株式会社
 - イー・フォース株式会社
 - STマイクロエレクトロニクス株式会社
 - エニア株式会社
 - NXPジャパン株式会社
 - 株式会社エンビテック
 - ギガデバイスジャパン株式会社
 - サイバートラスト株式会社
 - 都築電気株式会社
 - 株式会社DTSインサイト
 - 日本シノプシス合同会社
 - 日本ローターバッハ株式会社
 - ファラデー・テクノロジー日本株式会社

ET IoT IARシステムズ株式会社 セキュリティ
IoT 株式会社アイ・エス・ビー
IoT 株式会社アスク
IoT アステリア株式会社 エッジ
IoT 株式会社アットマークテクノ

ET 株式会社アドテック ハード
ET IoT 株式会社アドバネット エッジ
ET IoT 株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ
ET アナログ・テック株式会社 エッジ
ET ABOV Semiconductor ハード
ET 株式会社アルファプロジェクト

IoT 株式会社イーアールアイ 
ET IoT EMS-JPグループ

 - アヴネット株式会社
 - 株式会社アトム技研 
 - 株式会社アルファメディア
 - 株式会社エスエスユー 
 - 株式会社金沢エンジニアリングシステムズ 
 - シリコンアーティストテクノロジー株式会社
 - 株式会社ヌマタ
 - パーソル パナソニック ファクトリーパートナーズ株式会社
 - フィリップモリスジャパン合同会社

ET 石川県/北陸先端科学技術大学院大学 開発ツール
ET IoT イノディスク・ジャパン株式会社 エッジ

 - Aetina Corporation
IoT イノテック株式会社

ET 株式会社イワタ ソフト
ET 株式会社インコム
ET インターフェイス株式会社 ソフト

IoT 株式会社インタフェース
ET IoT インテル株式会社

 - アヴネット株式会社
 - 旭エレクトロニクス株式会社
 - イノテック株式会社
 - 岡谷エレクトロニクス株式会社
 - 株式会社 図研
 - 株式会社ソード
 - 株式会社ダックス
 - 東京エレクトロン デバイス株式会社
 - バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社
 - プロテックジャパン株式会社
 - 株式会社マクニカ アルティマカンパニー
 - 菱洋エレクトロ株式会社

IoT ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社
ET 株式会社ウォンツ ソフト

ET
ウルトエレクトロニクス／
マクニカ アルティマ カンパニー

ハード

ET wolfSSL Inc. セキュリティ
ET HPCシステムズ株式会社／ARBOR Technology Corp.

IoT 株式会社エージーテック エッジ
IoT ATP Electronics Taiwan Inc.

ET 株式会社エクスモーション ソフト
IoT 株式会社SRA

 - レッドハット株式会社
ET IoT STマイクロエレクトロニクス株式会社
ET 株式会社エニドア 組込みAI
ET IoT NECグループ

 - NEC
 - NECソリューションイノベータ
 - NECプラットフォームズ

ET NECエンベデッドプロダクツ
ET エヌエスティグローバリスト株式会社 センシング

IoT 株式会社エヌ・エム・アール
ET IoT エネルギーハーベスティングコンソーシアム センシング

 - アイシン高丘株式会社
 - 株式会社アトムシステム
 - アルプス電気株式会社
 - 宇宙航空研究開発機構（JAXA）
 - 株式会社NTTデータ経営研究所
 - エネルギーハーベスティングコンソーシアム事務局

IoT 株式会社エム・エックス・テクノロジーズ
ET エレファンテック株式会社

IoT 株式会社オージス総研
ET オスカーテクノロジー株式会社 ソフト
ET オムロン株式会社 エッジ
ET IoT オン・セミコンダクター センシング

カ　　　
ET ガイオ・テクノロジー株式会社
ET ガイロジック株式会社
ET 株式会社カスペルスキー セキュリティ

IoT 株式会社カタナコーポレーション センシング
IoT Kii株式会社

ET ギットハブ・ジャパン合同会社 開発ツール
ET キャッツ株式会社 モビリティ
ET IoT キヤノンITソリューションズ株式会社

ET IoT 一般社団法人組込みシステム技術協会
ET IoT 株式会社グレープシステム ソフト

IoT グローカル株式会社
ET IoT 株式会社コア
ET コアスタッフ株式会社

 - 株式会社コア
 - ナカヨ電子サービス株式会社

ET 光昭株式会社 ハード
ET 株式会社コスモ
ET コスモリサーチ株式会社 ハード

IoT 株式会社ゴフェルテック IoT無線
ET 株式会社コマス
ET 株式会社コムワース ハード
ET 株式会社コンピューテックス 開発ツール

サ　　　
ET サイバネットシステム株式会社 IoT無線
ET IoT サイプレス セミコンダクタ
ET The Qt Company Oy 開発ツール
ET 一般社団法人 スキルマネージメント協会
ET サクサシステムエンジニアリング株式会社 ソフト
ET 株式会社CRI・ミドルウェア ソフト
ET CEA Leti
ET 株式会社シーイーシー

IoT 株式会社システム計画研究所 センシング
ET 週刊BCN
ET IoT 一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会 セキュリティ
ET 株式会社 昌新 IoT無線
ET IoT 独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
ET シリコン・ラボ
ET Silexica GmbH ソフト
ET IoT Ｓｋｙ株式会社
ET 図研エルミック株式会社 ソフト
ET スパークスシステムズジャパン株式会社 開発ツール

IoT スマート ジャパン アライアンス
IoT 一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 セキュリティ
IoT ZETA アライアンス IoT無線

ET 株式会社ゼネテック ソフト
ET 株式会社ソシオネクスト

IoT ソニーセミコンダクタ ソリューションズ株式会社
IoT 株式会社ソルティスター

タ　　　
ET ダイナコムウェア株式会社 ソフト
ET 太陽誘電株式会社
ET Taiwan Smart Glasses Industry Association
ET IoT 株式会社立花エレテック

 - 株式会社大電社
 - 株式会社高木商会
 - 株式会社立花デバイスコンポーネント

ET IoT 株式会社チップワンストップ
 - アロー・エレクトロニクス・ジャパン株式会社

ET 株式会社ディアイティ セキュリティ
ET TQ-Systems Gmbh 組込みAI
ET IoT TDK株式会社
ET IoT ディジ インターナショナル株式会社

IoT データテクノロジー株式会社
ET 株式会社テクノプロ テクノプロデザイン社 組込みAI
ET テクマトリックス株式会社
ET テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社

IoT 株式会社テレパワー IoT無線
ET 東京計器株式会社
ET 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
ET IoT 東芝グループ

 - 東芝インフラシステムズ株式会社
 - 東芝情報システム株式会社
 - 東芝デジタルソリューションズ株式会社
 - 東芝デバイス&ストレージ株式会社
 - 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社

ET 東北パイオニア株式会社
IoT 東洋エレクトロニクス株式会社 IoT無線

ET IoT 株式会社東陽テクニカ
ET IoT 特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト

 - 株式会社ヴィッツ
 - ＡＰＴＪ株式会社
 - 特定非営利活動法人組込みソフトウェア管理者・
　技術者育成研究会
 - 株式会社サニー技研
 - 東海ソフト株式会社
 - 名古屋大学 大学院情報学研究科
　附属組込みシステム研究センター
 - ビースラッシュ株式会社
 - ユビキタスAIコーポレーション

IoT トビー・テクノロジー株式会社
ナ　　　

IoT ニチコン株式会社 IoT無線
ET IoT 株式会社日新システムズ IoT無線

IoT 独立行政法人日本スポーツ振興センター
ET 日本ケミコン株式会社 センシング
ET 日本キャステム株式会社
ET 日本シノプシス合同会社 セキュリティ
ET 日本蓄電器工業株式会社 ハード
ET 日本ノヴァシステム株式会社 ハード

IoT 日本マイクロソフト株式会社
 - アヴネット株式会社
 - アドバンテック株式会社
 - エプソンダイレクト株式会社
 - 岡谷エレクトロニクス株式会社
 - 沖電気工業株式会社
 - 株式会社コンテック
 - 株式会社サテライトオフィス/ネクストセット
 - 株式会社システムインテグレータ
 - ソフトバンク・テクノロジー株式会社
 - 株式会社DTSインサイト

 - 東京エレクトロン デバイス株式会社
 - 東芝インフラシステムズ株式会社
 - 東芝デジタルソリューションズ株式会社
 - 日本Shuttle株式会社
 - Moxa
 - 菱洋エレクトロ株式会社

ET ノリタケ伊勢電子株式会社 ハード
ハ　　　

ET ハートランド・データ株式会社
ET ハギワラソリューションズ株式会社

 - エレコム株式会社
 - DXアンテナ株式会社
 - ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社
 - ロジテックINAソリューションズ株式会社

IoT バリューテクノロジー株式会社
ET 株式会社パルテック 開発ツール
ET IoT 株式会社PFU

IoT 株式会社ビズライト・テクノロジー 組込みAI
ET IoT 株式会社日立産業制御ソリューションズ

IoT 株式会社ビッツ
ET 株式会社日野エンジニアリング ハード
ET 株式会社ピノー エッジ
ET IoT 株式会社FoxitJapan ソフト
ET フォントワークス株式会社 ソフト

IoT フクオカ＆しまねmrubyパビリオン
ET フジクラソリューションズ株式会社
ET 富士設備工業株式会社 開発ツール

 - XJTAG Limited
ET 富士ソフト株式会社
ET IoT 富士通グループ

 - 富士通株式会社
 - 富士通エレクトロニクス株式会社
 - 富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社
 - 富士通コンポーネント株式会社
 - 富士通セミコンダクター株式会社
 - 富士通ミドルウェア株式会社
 - 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ
 - 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ
 - 株式会社モバイルテクノ

ET 株式会社ブライセン センシング
ET フラットーク株式会社
ET ブロードコム センシング
ET ベクター・ジャパン株式会社 開発ツール
ET ベリフィケーションテクノロジー株式会社 開発ツール

IoT ボーダフォン
ET IoT ポートウェルジャパン株式会社 エッジ
ET 北海道自動車安全技術検討会議 モビリティ

マ　　　
ET Microchip Technology Japan K.K.
ET IoT マウザーエレクトロニクス
ET IoT 株式会社マクニカ
ET 松原工業株式会社 ハード
ET 丸文株式会社
ET 丸紅情報システムズ株式会社
ET 三井物産エレクトロニクス株式会社
ET 三菱電機エンジニアリング株式会社
ET 株式会社メタテクノ
ET 株式会社メディアロジック ハード
ET IoT メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 組込みAI

IoT MODE, Inc.
ET 株式会社モトヤ ソフト
ET 盛岡広域地域産業活性化協議会
ET 株式会社モリサワ 開発ツール
ET IoT モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

ヤ　　　
ET ユークエスト株式会社 ソフト
ET ユーブロックスジャパン株式会社

 - 日本アルプス電子株式会社
ET 株式会社ユビキタスAIコーポレーション
ET IoT 横浜パビリオン

 - アートワーク株式会社
 - アイウェーブ・ジャパン株式会社
 - アクロクエストテクノロジー株式会社
 - 株式会社インターマインド
 - 株式会社カルチ
 - ギトウシステムズ株式会社
 - きもと特急電子設計
 - コミュニクラウドジャパン株式会社
 - 株式会社ジェイエスピー
 - スカイアクシーズ株式会社
 - 株式会社デジタルメーカー
 - ハル・エンジニアリング株式会社
 - ファルコン電子株式会社
 - 峰光電子株式会社
 - MedVigilance 株式会社
 - 公益財団法人横浜企業経営支援財団

ラ　　　
ET 株式会社ラインアイ 開発ツール
ET IoT ラピスセミコンダクタ株式会社
ET リアクティブ システムズ インコーポレイテッド

IoT Richardson RFPD
ET リネオソリューションズ株式会社 ソフト

IoT 菱洋エレクトロ株式会社 IoT無線
ET 株式会社リンクスアーツ
ET IoT 株式会社ルネサスイーストン
ET LEX COMPUTECH CO.,LTD ハード

IoT 株式会社 連基
IoT ロード・ジャパン・インク センシング

ET IoT ローム株式会社
IoT 株式会社ロゼッタ 組込みAI

ET 株式会社ロッキー ハード

組込みAI  = 組込みAI活用         　  センシング = スマートセンシング
IoT無線  = IoT無線技術　　      　セキュリティ = セーフティ&セキュリティ
モビリティ = 次世代モビリティ　　　 エッジ  = エッジコンピューティング
ハード  = ハードウエア　　　 ソフト  = ソフトウエア　　　開発ツール  = 開発環境・ツール

出展ゾーン

特定分野にフォーカスしたテーマゾーンを前回よりパ
ワーアップして開設！テーマトラックと合わせ最新技術
情報を発信します。さらに今回は展示エリアをゾーニ
ングし、情報が収集しやすい構成しています！
※出展社情報は公式HPをご覧ください。

見どころ その3
2017年より パワーアップ！パワ企画テーマゾーン＆ゾーニング

ワ　　　
IoT  IoTワイヤレスセンサーネットワークパビリオン IoT無線

 - さくらインターネット株式会社
 - ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
 - 一般社団法人テレコムエンジニアリングセンター（TELEC）
 - 株式会社日新システムズ
 - YRP研究開発推進協会／WSN協議会

主催者テーマパビリオン
アセントロボティクス株式会社
NVIDIA
株式会社デンソー
Leap Mind株式会社
合同会社Re-al

スタートアップ＆グローバルパビリオン
ENERBEE
Astra Inc.
あっと株式会社
INSIGHTSIP SAS 
Hmcomm株式会社
CONCORE'S株式会社
サンダーソフトジャパン株式会社
株式会社シード
SIGA OT Solutions
SWISYS CO.,Ltd
株式会社スカイディスク
STARWING Technology Co.
Sparkup
DT42
Terafence Ltd.
株式会社TeNKYU
ThinkCloud Japan
FaceHeart Inc.
MAMORIO株式会社
合同会社ヤオヨロズテック
株式会社リトルソフトウェア
株式会社リンクジャパン
株式会社ROX
株式会社ロビット

設計開発サービスパビリオン
ET アアキュートテクノロジー
ET ICOP I.T.G.株式会社
ET アンドールシステムサポート株式会社
ET 悟空株式会社
ET シリコンリナックス株式会社
ET 株式会社スピナカー・システムズ
ET ソーバル株式会社
ET 東信電気株式会社
ET 株式会社内藤電誠町田製作所
ET 株式会社ネクスティ エレクトロニクス

ET
パーソル パナソニックHRパートナーズ株式会社
エクセルテクノロジーカンパニー

ET ヒロコン株式会社
ET 藤田電機工業株式会社
ET マリモ電子工業株式会社
ET 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社

IoT 株式会社ミラ
ET RITAエレクトロニクス株式会社

電子設計/EDAパビリオン
ET アートグラフィックス
ET 株式会社インターバディ 
ET S2Cジャパン株式会社
ET オーバートーン株式会社
ET 株式会社ＣＤＣ研究所
ET 株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ

ベンチャーパビリオン
IoT 朝日技研工業株式会社

ET 株式会社エンベックス エデュケーション
IoT グローバルウォーカーズ株式会社

ET 株式会社サンライズ・エー・イー
IoT 株式会社ジーダット

ET TEAM-EBI
ET チップス＆メディア株式会社

IoT NextDrive株式会社
IoT ブレインズテクノロジー株式会社
IoT 株式会社モッタイナイ・エナジー
IoT モノワイヤレス 株式会社

ユニバーシティパビリオン
ET ET INIAD（東洋大学情報連携学部）

IoT 公立大学法人 岩手県立大学
ET 一般社団法人エレクトロニクス実装学会／バウンダリスキャン研究会
ET 岡山県立大学情報工学部回路デザイン研究室
ET 九州工業大学マイクロ化総合技術センター
ET 九州大学スマートモビリティ研究開発センター
ET 慶應義塾大学 山﨑研究室

ET
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
高度ポリテクセンター

ET
静岡大学 情報学部
組込みソフトウェア技術コンソーシアム

ET ストリームテクノロジ株式会社
ET 筑波大学 山際研究室

ET
名古屋大学大学院 情報学研究科　
高田・本田研究室，枝廣研究室

ET 日本大学理工学部 高橋・望月研究室

ET
立命館大学電子情報工学科 
マルチメディア集積回路システム研究室

Smart Sensing展特別展示コーナー
ブロードコム
エヌエスティグローバリスト株式会社
株式会社システム計画研究所
MODE, Inc
ロード・ジャパン・インク
Smart Sensing 展示会事務局

http://www.jasa.or.jp/expo/exhibitors/themezone.html


基調講演は8テーマ9セッション
世界から注目を集めるスタートアップ企業など先進4社が初登壇!!

インテリジェント エッジ 最前線
基調講演　　 アネックスホール

K-1　11/14（水）  9:30～11:00　[F203～F206]
9:30-10:15
Embedded AIで広がる
エッジコンピューティング
 ● 土岐 英秋 氏　 
　インテル株式会社 執行役員常務 技術本部 本部長
10:15-11:00
インダストリアルIoTにおける
エッジの必然性と導入事例
～現場視点のエッジソリューション～
 ● 遠藤 雄太 氏　 
　フォグホーンシステムズ 副社長 兼 
　アジア太平洋事業本部 本部長

IoTセキュリティの最新動向
基調講演　　 アネックスホール

K-2　11/14（水） 12:30～14:00　[F203～F206]
12:30-13:15
IoT・AIの未来とセキュリティの課題
～これからのICT技術をどう進化させるか～
● 徳田 英幸 氏　 
　国立研究開発法人 情報通信研究機構 理事長／
　慶應義塾大学 名誉教授

13:15-14:00
IoTにおけるサイバー攻撃の脅威と
その対策 
● 吉岡 克成 氏　 
　横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授

組込みシステム産業の最新動向と政策展開
基調講演　　 アネックスホール

K-3　11/14（水） 15:30～16:30　[F205+F206]
組込みシステム産業を巡る動向と
政策展開（仮）
● 菊川 人吾 氏　 
　経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長

クラウドベンダー のエッジ戦略
基調講演　　 アネックスホール

K-4　11/15（木） 9:30～10:15　[F203～F206]
アマゾンのエッジコンピューティングサービスと
クラウドを中心としたデータドリブンデシジョン
～Amazon IoTからAWS Greengrass / 
　Amazon FreeRTOSまで～
● 亀田 治伸 氏　 
　アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
　プロダクトマーケティング エバンジェリスト

基調講演　　 アネックスホール

K-5　11/15（木） 10:45～11:30　[F203～F206]
変革を巻き起こす
インテリジェントエッジを活用したIoT
● ロドニー・クラーク 氏　 
　Microsoft Corporation
　IoT and Mixed Reality Sales Vice President

組込みAIデバイスの技術動向と応用事例
基調講演　　 アネックスホール

K-6　11/15（木） 12:30～14:00　[F203～F206]
12:30-13:00
AIチップとは何か、
これからどこへ向かうのか
● 今井 拓司 氏　 
　技術ジャーナリスト （元・日経エレクトロニクス編集長） 
13:00-14:00
小型で廉価なエッジデバイスで動く
「組込みDeep Learning」
～Deep Learningの推論環境と実ビジネス導入事例～ 
● 野尻 尚稔 氏　 
　LeapMind株式会社  
　Business Division 
　Manager, Field Application Engineering 

組込みシステムの未来を語る
基調講演　　 アネックスホール

K-7　11/16（金） 9:30～10:30　[F203～F206]
組込みシステムとAI
● 坂村 健 氏　 
　東洋大学 INIAD(情報連携学部) 
　教授／学部長

異業種のトップランナーを知る！“医療分野” の最先端AI技術
基調講演　　 アネックスホール

K-8　11/16（金） 11:00～12:00　[F203～F206]
深層学習の技術的側面から見た、
AI 医療の可能性と実際
● 大田 信行 氏　 
　株式会社Preferred Networks America
　最高執行責任者

＜次世代モビリティ＞「 Start-up ＋ Tire1 」 
基調講演　　 アネックスホール

K-9　11/16（金） 12:30～14:30　[F203～F206]
12:30-13:30
車に知性を与える自動運転AI
～認識、理解、予測、そして判断をする車～ 
● 石﨑 雅之 氏　 
　アセントロボティクス株式会社 代表取締役

13:30-14:30
これからのモビリティ社会を支える
ソフトウェア技術と課題
● 梶岡 繁 氏　 
　株式会社デンソー
　技術開発センター MaaS開発部 MaaS基盤開発室長 

カンファレンスは全120以上のプログラムを実施いたします！［聴講無料］

カンファレンスは事前登録制です。満席となり次第、締切となります。ご興味のあるプログラムはお早めのご登録をお願いいたします。

カンファレンスの詳細は
こちらからご確認いただけます。 http://www.jasa.or.jp/expo/conference2018/

http://www.jasa.or.jp/expo/conference2018/


スマホで簡単マッチング！
来場前のアポイントに
ぜひご活用ください!!

●事前に出展社情報・出展製品の検索
が可能

●メッセージ機能で出展社／来場者と
事前に情報交換し、当日の商談まで
ムダのない効率的な連携が可能

●簡単に商談予約がとれ、展示会中に
専用商談エリアでじっくり商談可能

※詳細は公式HPをご覧ください。

スマホで簡単マッチング

来場登録欄 ◎それぞれ該当する欄に □ チェックしてください。

※下記項目をご記入いただくか、名刺一枚ご用意ください。

勤務先

部署

役職

勤務先住所　〒

名刺添付スペース

氏名

電話番号 

E-mail

■個人情報取り扱いについて
下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。

どちらの展示会へのご登録を希望され
ますか。どちらか１つをお選びください。

＜個人情報取扱いについて＞
http://www.jasa.or.jp/expo/others/privacy.html 　□ 同意する

□ ET　  □ IoT Technology

④ 製品購入技術導入にどのように関与されていますか。（一つのみ選択）※必須
□1. 製品購入・製品導入の決定権を持っている
□2. 製品購入・製品導入の決定に関与している

□3. 製品・技術を推薦する
□4. 関与していない

⑤ Embedded Technology / IoT Technology へのご来場は何回目ですか。
　（一つのみ選択） ※必須 □1. 初めて □2. 2回目 □3. 3回目以上

1.製造業
□1-1. 総合電機メーカー
□1-2. 家電/AV/アミューズメント
□1-3. 通信機器/コンピューター
□1-4. 自動車/輸送用機器
□1-5. 機械/精密/計測機器
□1-6. その他電子・電気機器
□2. 半導体デバイス
□3. 社会インフラ
（交通システム/建設/エネルギーなど）

① 業種（一つのみ選択） ※必須

□1. オートモティブ
□2. 家電/AV/アミューズメント
□3. 通信/モバイル/ネットワーク
□4. FA
□5. スマートエネルギー
□6. 社会インフラ

② 担当アプリケーション（複数回答可） ※必須

□4. 通信サービス/ネットワーク
□5. ソフトウェア開発ベンダー/

ハードウェア開発ベンダー
□6. SI/情報サービス
□7. 官公庁/自治体/公的機関/関連団体
□8. 学校/教育・研究機関
□9. 報道/メディア/出版

媒体名（ ）
□10. その他（ ）

□7. 医療/介護
□8. ロジスティックス
□9. 農林/水産/鉱業
□10. 航空/宇宙
□11. 金融（銀行/証券/保険など）
□12. その他（ ） 

□1. 製品開発・設計・研究・企画 ［ソフト］
□2. 製品開発・設計・研究・企画 ［ハード］
□3. 製品開発・設計・研究・企画 ［システム］
□4. 製品開発・設計・研究・企画 ［その他］

□5. 製造・生産・品質管理
□6. 営業・営業技術・購買

③ 職種（一つのみ選択）※必須

□7. マーケティング・広報

□8. 経営者・経営企画・管理
□9. 教育・人事・総務・庶務
□10. 学生

□11. その他（ ） 

ゴールド

シルバー

ブロンズ

ET/ IoTTechnology

アワード
11/15［木］表彰式

16:30～17:00 展示会場内メインステージ

IoTイノベーション
チャレンジ

11/16［金］決勝大会 メインステージ
（各チームのプレゼンテーション、
コンテストの紹介、審査発表）

ETロボコン

チャンピオンシップ大会
11/14［水］競技会

会議センター3F ETロボコン会場

ET/ IoTTechnology

フェスタ
11/15［木］

17:00～18:00 展示会場内

出展企業による応募の中から、組込み業界の発展と国内
産業の競争力向上に寄与する優れた製品・技術・ソリュー
ション・サービス・IoT技術に対し優秀賞を選出、表彰する
イベント。選出された技術やソリューションは会期中、出展
社ブースで展示紹介いたします。

ドリンクや軽食を片手に、気軽に出展社とコミュニケー
ションをとりながら有意義に過ごしていただける場です。
ぜひご参加ください！

これからの組込みシステム業界を牽引できる「組込みIoT人材」の発掘・
育成を目的として、IoTを使ったイノベーティブなビジネスの企画・立案
に主眼を置いたコンテストです。今回は、国連が策定したSDGsの課題
解決を目指す事業企画書による審査で予選を勝ち抜いた選抜チーム
が、会期最終日にメインステージにて行われる決勝大会にて競います。
新鋭技術者による斬新で画期的なアイデアにぜひご注目ください。

若手組込み技術者教育をテーマに、モデリング手法で設計した
ソフトウェアを実装したライントレース・ロボットによる競技。
全国12地区大会の優秀チームが日本一目指して競います。
［11/15（木）モデリングワークショップを実施］

ET ＆ IoT 併催イベント
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