
出　展　案　内�

後援（予定）：総務省、（財）日本ITU協会、（社）電波産業会、（社）電気通信事業者協会、（財）インターネット協会、YRP研究開発推進協会、�
ASPインダストリ・コンソーシアム・ジャパン、NPO日本ネットワークセキュリティ協会、オープン・コンテンツ・プラットフォーム協議会（OCPA）、�

電子商取引推進協議会（ECOM）、ICカードシステム利用促進協議会、（社）日本ロジスティクスシステム協会、�
（社）デジタルメディア協会、（社）日本インターネットプロバイダー協会他�

特別協力（予定）：モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）、ITS Japan、モバイルコンテンツフォーラム（MCF）�

2003年7月16日（水）～18日（金）東京ビッグサイト 東1・2ホール�
主催：（株）リックテレコム  共催：E.J.クラウス＆アソシエート社�

official site : http: //www.ric.co.jp/expo
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国内最大のワイヤレス専門展示会�
モバイル＆ワイヤレス業界の主力カンパニーと業界関係者・ユーザー企業が勢揃いし、�
新たなビジネス発展の可能性を探る。�

総来場者数�

業界カンパニー�

（2002年実績）�

（2002年実績）�

TOKYOに�
全世界が�
注目！�
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ワイヤレステクノロジーの最新ソリューションやユーザー事例を�
紹介する出展社プレゼンテーションの時間。毎年大人気のプログラム。�

■ワークショップ�
3G／4G、IEEE関連、Bluetooth、M-コマース、コンテンツ配信技術、�
Telematics、セキュリティ等、最先端ワイヤレステクノロジーを�
技術・開発者の方々へご紹介するプレゼンテーションの場��
■ユーザーセミナー�
無線LAN、PDA、モバイルグループウェア、ミドルウェアの活用等、�
企業、ユーザーに次々と広がるモバイル活用事例を�
ご紹介するチャンスです。�

※機材使用料含む。�
１セッション　40分　　　　¥160,000

WORKSHOP
&

SEMINAR

WIRELESS
CONFERENCE

NTTドコモ�
代表取締役社長�
立川 敬二氏�

KDDI�
代表取締役社長�
小野寺 正氏�

Jフォン�
代表取締役社長�
ダリル E．グリーン氏�

日本テレコム�
代表取締役社長�
ウィリアム・モロー氏�

慶応大学�
環境情報学部教授�
村井 純氏�

日本アイ・ビー・エム�
常務取締役�
堀田 一芙氏�

ノキア・モバイル・ソフトウェア�
上席副社長�
ミッコ・テルホ氏�

トヨタ自動車�
取締役�
吉田 博昭氏�

NEC �
取締役常務 �
中村 勉氏�

松下通信�
専務取締役　�
倉本 實氏�

インテル �
副社長　�
ダリン G. ビラーベック氏�

クアルコム�
シニアバイスプレジデント�
アニール・クリパラーニ氏 

　「モバイル＆ワイヤレスブロードバンド」を�
　キーワードに業界トップが勢ぞろい。�
3G、ワイヤレスブロードバンド、モバイルコンテンツ、�

情報端末ネットワーク、アプリケーションサービス、�

インターネットＩＴＳ、モバイル端末テクノロジー等をテーマに�

世界各国からキーマンを講師にお招きし、�

今後のワイヤレス市場のビジネス像、社会像を提言します。�

～ワイヤレスコンファレンス2002でご講演いただいた講師の方々～�
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モバイル＆ワイヤレスブロードバンドの全製品・技術がALL LINE UP！！�

5GHz/2.4GHz帯ワイヤレス通信、ホットスポット、�
3G携帯電話、ワイヤレス・ストリーミング、�
100Mbps高速ワイヤレスカーナビゲーション、�
ビジュアル通信、4Gワイヤレス、モバイルIP、情報家電、他�

PDA、ノートPC、携帯電話、無線LAN、�
Java/WAPアプリケーション、モバイルコマース、�
ビリング、コンテンツ、動画像配信、位置情報、GPS/GIS、�
モバイルCRM、モバイルASP、セキュリティ、�
ICカード、UIMカード、他�

Internet ITS車載機器、システム、�
テレマティクスポータルソリューション、�
Bluetoothプロトコルスタック、チップ、�
デバイス、アナライザー、他�

東京キーの全TV局が開催を放映！�
雑誌・新聞、電子メディアで報道！�

日本テレビ「CS110度デジタル放送NNN24」 放映日 7月17日（15:00～）�
TBS「昼のニュース」 放映日 7月17日（12:55～）�
TBS「ニュースの森」 放映日 7月17日（17:50～）�
フジテレビ「Nスピーク」 放映日 7月17日（11:30～） �
フジテレビ「スーパーニュース」 放映日 7月17日（16:59～）�
フジテレビ「めざましTV」 放映日 7月18日（5:25～）�
テレビ朝日「ワイドスクランブルANNニュース」 放映日 7月17日（11:25～）�
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 放映日 7月17日（16:55～）�
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 放映日 7月17日（23:00～）�
NHK「クローズアップ現代」 放映日 8月21日（19:30～）�

〈TV報道実績〉�
�

〈新聞・雑誌・電子メディア掲載実績〉�
�

（2002年実績）�

その数�
180媒体�朝日新聞、産経新聞、日経産業新聞、電波新聞、電経新聞、家電流通新聞、日刊工業新聞、�

主要地方紙、月刊テレコミュニケーション、日経コミュニケーション、日経パソコン、�
NETWORK MAGAZINE、週刊アスキー、PC Fanなどの業界・一般紙誌と�
INTERNET Watch、ZDNet JAPAN、NIKKEI ELECTRONICS ON LINE、�
BizTech News、IT Pro、ケータイWatch、MYCOM PC WEB、ASCII 24などのメールマガジンから�
ワイヤレスジャパンの内容が広く情報発信され非常に高い関心を集めました。�

ネットビジネス、M-コマース、モバイルCRM／SFAなどモバイル端末を利用したソリューション、�
無線LANやBluetoothを利用したネットワークソリューション、ワイヤレスブロードバンド環境を実現する�
最新テクノロジーやアプリケーション、人と車の新しい関係をつくるITS、Telematics等、�
モバイルとワイヤレスブロードバンド最新のソリューションが一同に集結。�
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最優秀出展社賞…………………………………�
最優秀デモンストレーション賞……………………�
最優秀テクノロジー賞……………………………�
最優秀プロダクト賞………………………………�
プロダクト優秀賞 ・Wireless LAN 部門………………�
 ・Application & Content 部門 ……�
 ・Test Equipment 部門 ……………�

NTTドコモ�
J-フォン�
インターネットITS［トヨタ自動車、デンソー、NEC］�
F5ネットワークスジャパン「BIG-IP Link Controller」�

インテル�
トリワークス�
横河電機�

2 0 0 2  R E P O R T

来場者の投票によって選ばれた企業です。�

販売促進の効果は、来場ターゲットの絞り込みとその来場者数にあり。�

■来場者数（件）�

15,00012,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

33,20033,200

■出展企業／団体数／規模�

出展社数 180社�

展示規模 580小間／5,220sqm

■来場者の職種・業務�

■関心のあるソリューション（複数回答可）�

■来場者の役職（件）�
経営者・役員クラス 2.020�

部長・次長クラス 3,220�

課長クラス 3,888�

係長・主任クラス 4,656�

一般職 8,877�

その他 1,524

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2003年　35,000以上（予想）�

2002年　33,200�

2001年　26,073�

2000年　22,559�

1999年　16,806�

1998年　12,696�

�

モバイル利用による営業支援システム 5,838�

モバイル利用による経営・業務の効率化 4,359�

 3,842�

3Gモバイル 8,826�

4Gモバイル 8,310�

最新携帯電話 7,688�

モバイルPC／PDA 7,954�

GPS／位置情報関連 6,619�

ITS(高度道路交通システム)  4,360�

Bluetooth 6,971�

無線LAN 11,840�

ＦＷＡ 2,214�

Hot Spot事業 4,211�

 5,633�

Javaアプリケーション 4,093�

音楽・動画配信（コンテンツ） 4,781�

 3,705�

 3,218�

モバイルSECURITY／PKI（認証） 3,150�

モバイル決済／モバイルコマース 3,251�

モバイル・マーケティング 2,806�

情報家電／ホームネットワーク 4,505�

その他 5,340

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

製造業 5,705�

商社／卸／小売 2,227�

サービス業 2,447�

教育機関／学校 1,235�

金融／証券／保険 1,079�

運輸／流通 800�

建設／不動産 802�

出版／放送／広告 1,107�

官公庁／協会／団体  579�

その他 1285�

通信・放送事業者 2,022�

インターネットサービスプロバイダー  155�

ASP／コンテンツ事業者    349�

通信機器／携帯端末メーカー 1,348�

ソフトウエアメーカー 793�

システムインテグレーター 1,205�

コンピュータメーカー      464�

デバイス／パーツ関連メーカー      483�

ディーラー／販売店    343

＊1…技術関連の内訳�
SE／プログラマー………………………3,190人�
研究開発………………………………… 2,917人�
設計／生産／製造管理…………………1,708人�
情報システム企画／運用管理……………1,604人�
事業開発……………………………………879人�

その他�

■来場者の業種（件）�

技術関連＊
1

営業・�
マーケティング関連�

経営者�

42％�

ワイヤレスジャパン2002は2002年7月17日～19日、東京ビッグサイトで7回目を開
催致しました。モバイル＆ワイヤレスブロードバンドをキーワードに業界の主力カンパニ
ーと業界関係やユーザー企業33，200人が結集し、ワイヤレスビジネスに関する意見
交換が熱く交わされました。�

42％�
41％�41％�

7％�7％�
10％�10％�

■来場者の製品・サービスの�
　導入に関する立場�

直接、決定に�
関わっている�

71％�71％�

26％�26％�

49％�49％�

関わっていない�

間接的に�
決定に�
関わっている�

25％�25％�

モバイル利用による�
物流や流通の運用管理システム�

iモード／J-Sky／Ezweb�
アプリケーション�

ICカード／UIMカードの�
モバイル適用�

動画像コーデック�
（MPEG-4,NANCY etc）�

ドキュメント1  02.10.31  9:51 AM  ページ5



＜運営事務局＞EJK（E.J.クラウス＆アソシエート日本支社）�
 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-5 九段ビル  TEL03-5212-7071  FAX03-5212-6091�
 E-mail : kanno@ejkjapan.co.jp

お 問 合 せ�

ブースご予約フォーム�

前回の出展企業／団体一覧�

■出展料金�

■ご希望の項目に□を入れて下さい。�

1.スペースのみ ￥405,000／小間（3mx3m）�

※2小間以上のお申し込みに限らせていただきます。� ※展示スペース、壁面パネル、カーペット、和英社名版、受付テーブル1台、椅子�
　2脚、スポットライト1ヶ、800Wコンセント1ヶ、くず籠1ヶ、毎日の小間内清掃�

□ ご希望の場所にすぐ小間を予約したい。（下記にご記入下さい。）�
□ 出展を検討したいので最新予約状況等の資料が欲しい。　　□ 様子を見たいのでニュース等あれば随時メール配信して欲しい。�

※申し込み順にご希望の場所から小間を割り当てさせていただきます。�

予約小間数　　　　　　　　　　　　　　　小間� 希望ブースNo.

所在地　〒�

会社名� 所属／役職�

氏名� E-mail

TEL FAX

●アーム（株）�
●アイエニウェア・ソリューション�
●ITS Japan�
●ISTAR�
●（株）アイティプロジェクト�
●アイ・ビー・エス・ジャパン（株）�
●アイルランド政府商務庁�
●アクゾ ノーベル（株）�
●アクテルナ（株）�
●アナイト テレコムズ（株）�
●アンソフト･ジャパン（株）�
●ETL SEMKO ジャパン（株）�
●伊藤忠テクノサイエンス（株）�
●（株）インコム�
●（財）インターネット協会�
●インテル（株）�
●インフィニオンテクノロジーズジャパン（株）�
●インフォコム（株）�
●（有）ウイズダム�
●ウェーヴコムエイジアパシフィックリミテッド�
●（株）エイビット�
●（株）エー・イー・ティー・ジャパン�
●AIRCOM INTERNATIONAL PTE LTD�
●ASPインダストリ・コンソーシアム・ジャパン
●ST UNIVERSE�
●NEC�
●NECインフロンティア（株）�
●N.K.E�
●（株）エグゼ�
●NTTコミュニケーションズ（株）●
（株）NTTドコモ�

●（株）NTT-ME�
●エヌトゥルークリプトシステムズ（株）�
●NPO日本ネットワークセキュリティ協会�
●F5ネットワークスジャパン（株）�
●MNETSOFT�
●オープン・コンテンツ・プラットフォーム協議会�
●オズマ（株）�
●（株）オムコ医研�
●オムロン（株）�
●（株）オリンパスシンボル�
●関西電機（株）�
●ギガテック（株）�
●ケースレーインスツルメンツ（株）�
●キヤノン販売（株）�
●京セラ（株）�
●京セラコミュニケーションシステム（株）�
●（株）キンデン�
●クアルコムジャパン（株）�
●（株）クレディセゾン�
●KDDI（株）�
●（株）ケイテック�
●（株）弘栄�
●（株）構造計画研究所�
●GOLDENSTACK TECHNOLOGY CORPORATION�
●コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド�
●KOKAM ENGINEERING�
●COMTEL TECHNOLOGY�
●KOREA POWERCELL�
●（株）コンテック�
●Zi  Corporation�
●サイバネットシステム（株）�

●サイベース（株）�
●SOUND TECH�
●三信電気（株）�
●（株）CRC ソリューションズ�
●CITY NETWORK�
●GCT ASIA PACIFIC�
●（株）シーネット�
●CP&R�
●J-フォン（株）�
●（株）ジェピコ�
●（株）シバソク�
●J＠PAN Inc Corporation�
●（株）昭好�
●（株）情報工房�
●昭和電線電糸覧（株）�
●SYMMETRICOM HONG KONG Limited�
●スカイウェイブ（株）�
●（株）スカイリー・ネットワークス�
●ステレント�
●SNAP TRACK�
●スピードネット（株）�
●住商情報システム（株）�
●セキテクノトロン（株）�
●Zesium AG�
●ソニー・テクトロニクス（株）�
●ソフトブレーン（株）�
●TIME SPACE SYSTEM�
●都築電気（株）�
●翼システム（株）�
●テクマトリックス（株）�
●（株）デジコード�

●デジタルデザイン�
●TELECA SOFTWARE SOLUTIONS AB�
●TELNET IT�
●DBTEL�
●電経新聞社�
●電子商取引推進協議会�
●（株）デンソー�
●電波新聞社�
●東京電子設計（株）�
●東京リース（株）�
●（株）東芝�
●東洋通信機（株）�
●（株）東陽テクニカ�
●（株）豊田自動織機�
●トヨタ自動車（株）�
●（株）トリワークス�
●長瀬産業（株）�
●日経BP社�
●（株）日新システムズ�
●日本アイ・ビー・エム（株）�
●日本NCR（株）�
●日本テレガートナー（株）�
●日本電算設備（株）�
●日本ノーベル（株）�
●日本ヒューレット・パッカード（株）�
●日本無線（株）�
●NET CODEC�
●（株）ネットホーク�
●パイオニアナビコム（株）�
●PATEN WIRELESS TECHNOLOGY�
●（株）ビーエスアイ�

●（株）ビープラス�
●PICTURE IQ�
●（株）日立国際電気�
●日立電線（株）�
●フィルトロニックジャパン（株）�
●富士写真フイルム（株）�
●（株）富士通九州システムエンジニアリング�
●PRIORITY TECH�
●プラズミック（株）�
●（株）フレックス・ファーム�
●Vodafone�
●（株）マクニカ�
●松下通信工業（株）�
●松下電器産業（株）�
●丸紅テレコム（株）�
●（株）ミッシュインターナショナル�
●三菱電機（株）�
●Metatron technologies�
●モバイルキャスト（株）�
●モバイルコンテンツフォーラム（MCF）�
●モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）�
●横河電機（株）�
●UNICATION�
●ヨンウーネットワークス（株）�
●（株）理経�
●リタール（株）�
●（株）リックテレコム�
●リンガフォンアカデミー�
●（株）レッツコーポレーション�
●（株）ロッキー�

�

EJKは新市場発掘にチャレンジする トレード・イベント・オーガナイザーです。� リックテレコムは、出版とイベントのメディアミックスでIT業界に貢献する情報企業です。�

2.基本装飾付き小間 ￥567,000／小間（3mx3m）�
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