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出展社 1,600 社、90,000 名が来場する⽇本最⼤のＩＴ専⾨展

「Japan IT Week 春 2017」
5 ⽉ 10 ⽇（⽔）から 12 ⽇（⾦）に 東京ビッグサイトでいよいよ開催
■近年最も注⽬を集めるAIやIoTなど、超スマート社会に対応する製品・サービスを集めた13の専⾨展が集結
■今回より 安⼼して取材ができる 「個別出展ブース取材」 を、ご希望に応じてコーディネートします
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、5 ⽉ 10 ⽇(⽔)から 12 ⽇(⾦)までの 3 ⽇間、東京ビッグサイト(東京都江東区)で 1,600
社が出展し⽇本全国から 9 万名が来場する⽇本最⼤の IT 専⾨展『Japan IT Week 春 2017』を開催します。
今回のビッグデータ活⽤展では近年最も注⽬を集めている AI 技術を活⽤した、データ分析ツールや経営⽀援ツールなど
を展⽰する AI 分析ゾーンを新設。また、今回第 1 回店舗 IT ソリューション展【春】を初開催。店舗運営や集客 ソリュ
―ション、POS システムなど 店舗の IT 化に関する製品・サービスが⼀堂に出展されます。その他 IoT/M2M 展では、
超スマート社会へ向けた製品やサービスを多数展⽰。さらにアマゾンウェブサービスジャパンの⻑崎社⻑と⽇本 IBM の三
澤専務による基調講演を始め、ビジネスの未来を拓く IT リーダーの特別講演を連⽇開催します。
そして今回より、安⼼して取材ができる 「個別出展ブース取材」 をご希望に応じてコーディネートいたします （※1）。
『Japan IT Week 春 2017』では、世界最先端の技術・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に情報を提供し、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・選定のための最適な場を提供します。
（※1）別紙返信フォームに必要事項をご記⼊の上、ご返信ください。

前回（2016 年春）の展⽰会⾵景
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▼開催概要
総 称

Japan IT Week 春 2017

会 期

2017 年 5 ⽉ 10 ⽇（⽔）〜12 ⽇（⾦）10:00〜18:00 (最終⽇のみ 17:00 終了）

会 場

東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1)

Web サイト

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

構成展⽰会

第 26 回 ソフトウェア＆アプリ開発展、第 22 回 ビッグデータ活⽤展【春】、第 20 回 組

※13 展が同時開催

込みシステム開発技術展、第 19 回 データストレージ EXPO、第 14 回 情報セキュリテ
ィ EXPO【春】、第 11 回 Web&デジタル マーケティング EXPO【春】、第 9 回 データセ
ンター展【春】、第 8 回 クラウド コンピューティング EXPO【春】、第 7 回モバイル活⽤展
【春】、第 6 回 IoT/M2M 展【春】、第 5 回 通販ソリューション展【春】、第 3 回 モバイ
ル端末・周辺機器展、第 1 回 店舗 IT ソリューション展【春】

出展社数/来場者数⾒込み

1,600 社 / 90,000 名

主 催

リード エグジビション ジャパン株式会社

注⽬の基調講演ならびに特別講演
≪Japan IT Week【春】 基調講演≫ 5 ⽉ 10 ⽇（⽔）10：00〜11：30
◆Cloud is the New Normal 〜クラウドが加速するエンタープライズトランスフォーメーション〜
⻑崎 忠雄 ⽒／アマゾン ウェブ サービス ジャパン（株）代表取締役社⻑
◆⽇本企業の次世代を拓くクラウドとコグニティブ 〜エンタープライズ分野での活⽤事例と最新動向〜
三澤 智光 ⽒／⽇本アイ・ビー・エム（株） 取締役専務執⾏役員 IBM クラウド事業本部⻑
≪IoT/M2M 展【春】 特別講演≫ 5 ⽉ 10 ⽇（⽔）15：00〜16：30
◆ソフトバンクが提案する IoT の世界
吉⽥ 政⼈ ⽒／ソフトバンク（株）法⼈事業開発本部 事業開発第 1 統括部 IoT コンサルティング 2 部 部⻑
◆KDDI の IoT ビジネス戦略と今後の取組みについて
原⽥ 圭悟 ⽒／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 部⻑
◆IoT による社会の超スマート化と「+d」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
≪情報セキュリティ EXPO【春】 特別講演≫ 〜主要ベンダートップが語る！最新セキュリティ動向〜
5 ⽉ 10 ⽇（⽔）15：00〜16：30
◆つながる世界のセキュリティを考える 〜360°View on Security for IoT〜
エバ チェン ⽒／トレンドマイクロ（株）代表取締役社⻑ 兼 CEO
◆『リオオリンピック』のサイバーセキュリティ 〜Cyber security of the “Rio Olympic Games”〜
ピーター ハンコック ⽒／シマンテック（株）セールスエンジニアリング副社⻑ 兼 CTO
等、多数
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前回（2016 年春）のセミナー会場⾵景

「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 173 本（2017 年 開催予定分含む）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：関⼝ E-mail：itweek@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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Japan IT Week 取材申込書
FAX :03-5269-2305

Email: itweek@inoue-pr.com

出展社への「個別ブース取材」申込書
□ 希望する

□ 希望しない

※希望される方は下記に希望出展社名をご記入ください
（出展社によってはご取材の対応ができない場合もございます）

出展社名：
貴社名
貴媒体名
部署名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
ご芳名
ご来場予定⽇と
参加⼈数

・5/10(⽔)

・5/11(⽊)

・5/12(⾦)

計

名様

カメラ
スチール

・

ムービー

・

なし

ご取材予定の出展社
ご取材予定の講演、
セミナー
掲載（放送）予定⽇
駐⾞場の利⽤希望
※TVクルーのみ

□希望する ⾞種（
□希望しない

）ナンバー（

ご連絡先

TEL：

Email：

【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：関⼝ E-mail：itweek@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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