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CEATEC 2019の入場事前登録およびコンファレンスの聴講予約は全て
CEATEC公式Webサイトで受け付けています。

CEATEC 2019 入場事前登録のご案内

プリントアウトした入場証を会場にお持ちください。スムーズにご入場いただけます。

ご来場前に必ずCEATEC公式Webサイトより入場事前登録をお済ませください。

ご来場前にオフィスやご自宅で1

入場事前登録をし忘れた方は、ご来場途中の電車やバスの中などで
スマートフォンから事前登録をしていただくことをお勧めいたします。
登録完了画面を入場証発券カウンターにご提示ください。入場証を発券いたします。

ご来場の途中で2

入場事前登録をし忘れた方は、幕張メッセに到着されてからでも
お手元のスマートフォンから事前登録をしていただくことをお勧めいたします。
登録完了画面を入場証発券カウンターにご提示ください。入場証を発券いたします。

幕張メッセに到着されてから3

入場事前登録をされていない方は、会場入口のレジストレーションカウンターでPC登録していただきます。
その場で入場証を発券いたします。

※レジストレーションカウンターは混雑しますので、入場事前登録していただくことをお勧めいたします。

入場事前登録をせずに来場4

個人情報の取り扱いについて
■個人情報の利用目的
本会の事業、又は、本会が運営を受託する事業において取得した個人情報は、
定款に定める事業の範囲内で、下記目的のために利用いたします。
（1）本会の事業に関する報告、その他案内の送付
（2）本会が受託する展示会・セミナー・講演会、行事等の案内及び運営管理
（3）本会のホームページ及び公式アプリの運営管理
（4）本会の各種資料 (機関紙、報告書、企画書等)の提供及び頒布
（5）本会及び本会が受託する事業に寄せられた相談及び通報への対応
（6）本会及び本会が受託する事業に関する通知事項、アンケート等の連絡及び送付
（7）その他、本会の運営に関する検討及び連絡
■個人情報の第三者への提供
次のいずれかに該当する場合を除き、本会が収集した個人情報は、第三者へ提供

いたしません。ただし、本会が受託運営する展示会ではＱＲコード・バーコード
システム及び公式アプリを採用しており、ウェブサイト上での事前登録・会期当日
の登録手続きに際して事前に個人情報の取扱いについてご本人が同意の上で
登録し、会場入場時に携行する入場証及び公式アプリがインストールされた情報
機器を会場内の各出展者（企業・団体）のブースにおいて提示した場合には、
登録された個人情報を当該出展者（企業・団体）およびセミナー講演者（企業・個
人）に提供させていただきます。これにより後日、出展者（企業・団体）およびセミ
ナー講演者（企業・個人）より各種ご案内がメールや郵送等で届く場合がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ窓口
 一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル5階
　E-mail：contact2019@ceatec.com　
　個人情報保護方針は公式Webサイトをご参照ください。
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20周年特別企画
TREND WATCH

企業トップによる基調講演や5G、AI、など
をテーマに複数のキーパーソンが登壇する
サミットを日毎に開催。また、150を超える
ビッグデータ、5G 、サイバーセキュリティ、
モビリティ、ロジスティクスなど、技術トレ
ンドやビジネス動向をトピックとした各種
セッションを開催します。

コンファレンス
conference

Society 5.0 TOWN
サービス産業を中心とした複数の
企業の共創により、「2030年のまち」
を構築する企画エリア

Society 5.0の実現に向けた、あらゆる
ソリューションや製品全般を展開する
エリア

トータルソリューション
TOTAL SOLUTION
企業／団体展示

未来を担う国内外のスタートアップ
企業および海外諸機関のパビリオン
を複合的に展開する企画エリアSociety 5.0の実現を支える、電子部品や

デバイスおよびソフトウェアなどの
テクノロジーを展開するエリア

デバイス＆テクノロジー
device & technology
企業／団体展示

特定の産業を革新的に変革する
ソリューションや製品を展開する
エリア

スマートエックス
Smart X
企業／団体展示

企画展示

企画展示

2019年、CEATECは20周年のメモリアルイヤーを迎えました。
これまでの「CEATEC JAPAN」という名称をグローバルに

来場者・出展者が集う場として「CEATEC」に改め、
今後は、展示会の枠組みそのものを超えていくための

施策にもチャレンジします。

後　　援：総務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省　（以上予定、建制順）
　　　　　金融庁／独立行政法人日本貿易振興機構／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構／国立研究開発法人産業技術総

合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構／独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政府
観光局／千葉県／千葉市／NHK／一般社団法人日本民間放送連盟／一般社団法人日本経済団体連合会／日本商工会議所／東京商工
会議所／千葉商工会議所／米国大使館 商務部／駐日欧州連合代表部／駐日英国大使館／フランス大使館 貿易投資庁─ビジネスフ
ランス／ドイツ大使館（以上予定、順不同）

協賛団体： 一般社団法人電気通信事業者協会／一般社団法人電気通信協会／一般財団法人インターネット協会／一般社団法人情報通信技術委
員会／一般財団法人日本情報経済社会推進協会／一般社団法人IT 検証産業協会／一般社団法人コンピュータ教育振興協会／一般社
団法人電波産業会／一般社団法人日本ディープラーニング協会／一般財団法人電波技術協会／一般社団法人衛星放送協会／一般社
団法人日本ケーブルテレビ連盟／一般社団法人日本CATV 技術協会／全国家電流通協議会／全国電機商業組合連合会／全国電子部
品流通連合会／一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会／一般社団法人日本電機工業会／一般社団法人ビジネス機械・
情報システム産業協会／一般社団法人日本オーディオ協会／一般社団法人日本医療機器工業会／一般社団法人日本電気計測器工業
会／一般社団法人日本電気制御機器工業会／一般社団法人カメラ映像機器工業会／一般社団法人組込みシステム技術協会／一般社
団法人日本電子回路工業会／一般社団法人日本自動車工業会／特定非営利活動法人ITS Japan ／一般社団法人日本自動車部品工業
会／電気事業連合会／一般財団法人新エネルギー財団／一般財団法人省エネルギーセンター／一般社団法人日本電気協会／一般社
団法人電池工業会／一般社団法人太陽光発電協会／一般社団法人日本風力発電協会／一般社団法人ソーラーシステム振興協会／ス
マートコミュニティ・アライアンス／一般社団法人住宅生産団体連合会／一般社団法人日本機械工業連合会／一般社団法人日本ロ
ボット工業会／一般社団法人日本冷凍空調工業会／一般財団法人デジタルコンテンツ協会／一般社団法人日本映像ソフト協会／一
般社団法人日本書籍出版協会／一般社団法人日本レコード協会（以上予定、順不同）

協賛学会：一般社団法人映像情報メディア学会／公益社団法人応用物理学会／一般社団法人画像電子学会／一般社団法人情報処理学会／一般
社団法人電気学会／一般社団法人電子情報通信学会（以上予定、順不同）

協　　力：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
グローバル：Consumer Technology Association（CTA）/ International CES （USA） /Messe Berlin / IFA（Germany）/Plug and Play Japan 株式会社
パートナー　（以上予定、順不同）
運　　営：CEATEC 運営事務局　一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会内

CEATEC 2019（シーテック 2019）（Combined Exhibition of Advanced Technologies）  
あらゆる産業・業種による「CPS/IoT」と「共創」をテーマとしたビジネス創出のための、
人と技術・情報が一堂に会する場とし、経済発展と社会的課題の解決を両立する「超スマー
ト社会（Society 5.0）」の実現を目指す。
つながる社会、共創する未来
2019 年10 月15 日（火）～18 日（金）
幕張メッセ　（千葉市美浜区中瀬2-1）
無料（全来場者登録入場制） ※入場にはオンラインでの登録が必要です。
CEATEC 実施協議会
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）
一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

CEATEC 2019 開催概要
名　　　称
開 催 趣 旨

開催テーマ
会　　　期
会　　　場
入　　　場
主　　　催

2019年、CEATECは20周年のメモリアルイヤーを迎えました。
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TOTAL SOLUTION

Smart X

device & technology

レジストレーション
カウンター

入場証
発券カウンター

入場案内

モビリティ 
Society5.0（超スマート社会）の実現とそ
れを体現するため、スマートモビリティ
イノベーションとして、自動運転という新
しい体験をCEATEC開催中に提供します。

スマートライフ 
スマートライフを実現する「ホーム」に
着目し、テクノロジーとサービスによっ
てユーザに新しい価値を感じられる場を
提示します。

5G
通信事業者のトップが一堂に会し、5Gに
関する各社の取組や今後の展望に関する
メッセージを発信するサミットや5Gに関
連したブースをご紹介するツアーなどを
実施します。
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イノベーション
トークステージ

学生交流
ラウンジ

企画展示

Society 5.0 TOWN
Society 5.0 TOWNは、サービス産業を中心とした複
数企業による共創型の参画により、2030年の未来の
「まち」で実現が見込まれるエネルギーや交通・イン
フラ・防災などの都市機能サービス、物流・販売・
金融などの商業サービス、医療・娯楽・生涯学習な
どの生活サービスなど、多様なサービスを各業界のフ
ロントランナーの参画を得て初めて展開するもので、
昨年まで主催者企画として展開していた「IoTタウン」を進化・発展させて開催する企画です。
CEATEC初参加となるモビリティ、運輸、建設、電気・ガス業界からの参画企業を迎え、モノとサー
ビスが一体化したソリューション・サービス（B2B2C）を提案します。また、複数の業種・産業が技術
とノウハウを共創することで生み出されるモノやサービスを紹介する「共創ゾーン」も併せて展開します。

「2030年のまち」を構築する企画エリア

Co-Creation PARKは未来を担う国内外のスタート
アップ企業および海外諸機関のパビリオンを複合的
に展開する企画エリアです。2018年まで別々で展開
していた主催者企画「スタートアップ&ユニバーシティ
ゾーン」（国内スタートアップ企業および大学・教育
機関が対象）と「Co-Creation Park」（海外スタート
アップ企業および海外諸機関が対象）を統合し、新生
「Co-Creation PARK」として新たに展開します。

次世代を担うフロントランナーが集結する
グローバルエリア

20周年特別企画

■モビリティ
スマートモビリティイノベーション
CEATEC 2019では、Society 5.0（超スマート社会）を体現する「スマートモビリティイノベーション企画」
にて自律走行車の実走をCEATEC開催中に行うことを計画しています。

ラッピングスポンサー：TDK株式会社
※運行ダイヤ、乗車方法等は別途、CEATEC公式Webサイトにてご案内いたします。 

■スマートライフ
IoT、AI、ロボット技術など、技術の進展によって、Society5.0社会はすぐそこまで近づいてきてい
ます。また、人口減少により社会も大きく変わろうとしている今、家に求められるユーザのニーズは
多種多様になっています。そこで、今回のCEATECでは、スマートライフを実現する「ホーム」に
着目し、テクノロジーとサービスによってユーザに新しい価値を感じられる場を提示します。

■5G
5G SUMMIT
10月16日（水） 10:00-12:30

通信事業者のトップが一堂に会し、「5Gに
関する各社の取組や今後の展望」に関す
るキーノートセッションおよび「一般ユーザ
や利活用企業の関心が高い事項」に関す
パネルディスカッションを予定し、５Gの商
用化を国内外にアピールします。

5G Sessions｜10月16日（水） 14:00-16:45
「5G国際セミナー2019」を開催し、前半のセッショ
ンでは商用化に取り組む世界の最新動向について、
欧州・アジア地域の活動を紹介します。

5G Showcase
5G関連展示を行う出展者を示したマップ、表示と共に、5G
に関連したブースをご紹介するツアーを計画しております。
詳細はCEATEC公式Webサイトにて9月中旬に掲載予定。

CEATEC AWARD

CEATECに展示される技術・製品・サービス等の中から、
出展者が事前に応募した出展品について、学術的・技
術的観点、将来性や市場性等の視点から、イノベーション
性が高く優れていると評価できるものを表彰します。

発表・表彰式
● 大臣賞表彰式：10月15日（火）
CEATEC 2019オープニングレセプションにおいて、総務
大臣賞・経済産業大臣賞の表彰式を行います。併せて部
門賞・特別賞の発表を行います。

● 部門賞・特別賞表彰式：10月16日（水）
CEATEC 2019会場において部門賞グランプリ・準グラン
プリ、及び特別賞の表彰式を行います。

CEATEC 公式アプリを初リリース!（9月初旬リリース予定）
2019年よりスマートフォンを対象とした公式アプリを初めてリリースします！
開催前の見学ルートの確認や公式Webサイトと連動した検索機能、ビーコンと連動したイベント機能、
コンファレンスの同時通訳機能などをご提供いたします。

イノベーショントークステージ

CEATECの開催テーマ「共創」「つながり」をキーワードに
出展各社とユーザ企業、パートナー企業における共創の重
要性や成功事例などをテーマとしたプログラムを実施します。

学生交流ラウンジ

CEATECは業界のオープンキャンパスです！
見て、聞いて、感じて、考える、Society5.0を体感できる
4日間。
学生の皆様と企業の情報交流の場としてご活用ください。
●インフォメーション／コンシェルジ
　学生の皆様の会場見学と業界情報収集をサポート
●オープンステージ
学生の皆様とトップリーダーとの対談やセミナーを連日展開

●MEET-UPエリア
　企業展示ブースのガイダンス、先輩社会人との交流
●企業PRポスター展示
企業展示ブース見どころ解説パネル、学生向けイベント情報告知

●テーマ展示
　モビリティの進化（CASE）を支える半導体・電子部品

出展者情報表示、企業名検索、検索
結果からのMAP上のブース位置の表示

fEAture 01｜出展者一覧／ブース検索
アプリユーザ専用のラウンジのアク
セス用QRコードの表示

fEAture 06｜ラウンジアクセス

ズームイン、ヒートマップの表示、
出展者情報表示、現在地表示

fEAture 02｜MAP
来場者が多く集まっているホールの
リアルタイムランキングを表示

fEAture 07｜リアルタイムランキング

コンファレンスプログラムの表示
fEAture 03｜コンファレンス

会場内で利用できるWi-Fiのアクセス
キーの表示

fEAture 08｜Wi-Fi

訪問予定リストの表示、訪問予定ブースをMAP
上に表示、聴講予定コンファレンスの確認

fEAture 05｜Myスケジュール
乗り合いタクシーの予約（予定）
fEAture 10｜企画連動

同時通訳セッションの一覧、再生
fEAture 04｜同時通訳CH

見学したブースの履歴の表示／エク
スポート（1分以上の滞在時間を表示）

fEAture 09｜訪問履歴

Society 5.0 TOWN

イノベーション
トークステージ

学生交流
ラウンジ

企画協力：（株）リクルートキャリア

画像はアプリイメージです

TOPICS

04 05



06 07

（50音順 ／ 7月18日現在）出展者リスト

トータルソリューション
Society 5.0 TOWN

スマートX（エックス）デバイス＆テクノロジー
Co-Creation PARK

エリア紹介

あ
■ アートワーク（株）
■ RCL DISPLAY LTD.
■ アイオーコア（株）
■ アイチップス・テクノロジー（株）
■ 合同会社ITソリューションシステムズ
| パソコンサポート屋
■ アイフォーコム（株）
■ アイフォーコム（株）
■ 青山学院大学
■ 青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科 楽研究室
■ 青山学院大学 理工学部 電気電子工学科 黄研究室
■ （株）アクセルラボ
■ 旭化成エレクトロニクス（株）
■ （株）ASTINA
■ （株）アトラクター
■ アニモテック（株）
■ （株）アマダホールディングス
■ アメリカパビリオン 

| 在日アメリカ合衆国大使館 商務部
| GitHub
| GLOBALSTAR JAPAN INC.
| Z-Wave Alliance
| Vuzix Corporation
■ アルプスアルパイン（株）
■ Ambi Labs
■ アンリツ（株）
■ E Ink Japan（株）
| 丸文（株）
■ iXOS（株）
■ Easttop Display Co.,Ltd
■ （株）石井表記
■ 公益財団法人石川県産業創出支援機構
■ （株）一心助け
■ 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会
■ 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校
■ 学校法人岩崎学園 横浜医療情報専門学校
■ 岩手県中小企業団体中央会

| Rftestlab（有）
| 小岩金網（株）
|（株）小林精機
| 三共化成（株）
| 品川光学（株）
|（株）東光舎
|（有）プロフィット
■ （株）インキュビット
■ インクレディビルド・ジャパン（株）
■ （株）Integral Geometry Science/神戸大学 木村建次郎研究室
■ インド工科大学ハイデラバード校
■ インフォシスリミテッド
■ inFullMobile
■ （株）インボディ・ジャパン
■ （株）WIS

■ Wovn Technologies（株）
■ （株）エアロネクスト
■ AGC（株）
■ （株）エイチ・シー・ティー
■ （株）AI Samurai
■ AEMtec GmbH
■ ASJ Pte Ltd
■ ANAホールディングス（株）
■ ALANコンソーシアム
■ A1A（株）
■ （一社） エコーネットコンソーシアム
■ SV Laboratories
■ （株）EDIX
■ NEC
■ 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム
■ NTTGroup
■ エバーライトエレクトロニクス
■ FDK（株）
■ （株）M2モビリティー
■ MTS
■ ELECOMグループ
■ 応用地質（株）
■ 大阪ガス（株）
■ 国立大学法人大阪大学
■ （株）オーディーテック
■ （株）OTP
■ （株）オートバックスセブン
■ オールセンサーズアジアパシフィック（株）
■ 岡本無線電機（株）
■ 国立大学法人岡山大学
■ OKI
■ （株） オハラ
■ オプトイ-エヌジ（株）
■ Origin Wireless Japan（株）

|（株）村田製作所
|（株）富士通ビー・エス・シー
か
■ カーボン（共同出展：JSR（株））
■ 国立研究開発法人科学技術振興機構

|（株）アクセルスペース
| 大阪大学
| 九州大学
| 慶應義塾大学
|（株）国際電気通信基礎技術研究所
|（株）サイフューズ
| 産業技術総合研究所
|（株） Jij
| 国立情報学研究所
| 筑波大学
| 一般財団法人電力中央研究所
| 東京工業大学
| 東京大学
| 東京理科大学

| 名古屋大学
| 早稲田大学
■ （株）Catalu JAPAN
■ 加藤電機（株）
■ 神奈川工科大学 情報工学科
■ 国立大学法人金沢大学
■ カルテック（株）
■ 関西大学 環境都市工学部 ネットワーク工学研究室
■ 関西電力（株）
■ キーサイト・テクノロジー（株）
■ （株）CAMI&Co.
■ 国立大学法人 九州工業大学 佐藤研究室
■ 九州大学 藤野研究室
■ （株）Curio School
■ 京セラ（株）
■ （株）KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー
■ 熊本大学CAST
■ （株）クリエイティブテクノロジー
■ Create Electronic Optical CO., LTD.
■ （株）クリモト
■ グローバルコミュニケーション開発推進協議会

| コニカミノルタ（株）
| ソースネクスト（株）
| 凸版印刷（株）
|（株）ブリックス
|（株）見果てぬ夢
■ （株）Crossdoor
■ Kunshan Pavilion
■ 慶應義塾大学ハプティクス研究センター
■ KDDI（株）
■ コアシステム（株）
■ 甲神電機（株）
■ KOA（株）
■ コーデンシ（株）
■ （株）コスモサウンド
■ Connection Technology Systems（SiMPNiC）
さ
■ （株）サイバーディフェンス研究所
■ （株）サイバーテック
■ サイバーリンク（株）
■ サイバネットシステム（株）
■ ザインエレクトロニクス（株）
| キャセイ・トライテック（株）
■ SoundUD推進コンソーシアム
■ （株）ザクティ
■ サムテック（有）
■ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
■ （株）シーイーシー
■ （株）シーエーシー
■ CCPIT. ECC
■ JEITA スマートドライブテクノロジー（ITS事業委員会）
■ （株）JTB
■ JOIE（株）
■ 清水建設（株）
■ JapanTaxi（株）
■ 一般社団法人情報処理学会
■ 国立研究開発法人情報通信研究機構
■ 国立研究開発法人情報通信研究機構 【NICT起業家万博出場企業】

|（株）TransRecog
| CI Inc.
| 空き家活用（株）

| LiLz（株）
| MI-6（株）
| メドメイン（株）
|（株） ポーラスター･スペース 
| テスラシート（株）
| アクアコスモス（株）
|（株）エイシング
|（株）バイオーム
|（株）未来シェア
|（株）トラベルテックラボ
|（株）パリティ・イノベーションズ
| 炎重工（株）
|（株）アイ・ツー
| ドレミング（株）
|（株）otta
|（株）プラスヴォイス
■ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
■ シンクランド（株）
■ 新光商事（株）
■ スイステックパビリオン 

| EMBASSY OF SWITZERLAND
| アジリル
| コートX
| クレアル3D
| ダイナミック・デバイス（株）
| スイス連邦工科大学ローザンヌ
| フィッシャーコネクターズ（株）
| マンダ・アンテルナシオナル
| ノモコ
| オービタライズ
| シフトクリプトセキュリティー
| Snowcookie
| ソムニアックス（バードリー）
| スイス・イノベーション
■ （株）STAYERホールディングス
■ Snips
■ スマートインサイト（株）
|（株）内田洋行
■ （株）スマートロボティクス
■ （株）SREE
■ セイコーインスツル（株）
■ （株）xenodata lab.
■ （株）セルバック
■ 全国電子部品流通連合会
■ 創屋（株）
■ ソースネクスト（株）
■ （株）ソシオネクスト
■ ソニー（株）
た
■ 第一精工（株）
■ タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
■ 大成建設（株）
■ 大日本印刷（株）
■ 大陽ステンレススプリング（株）
■ 太陽誘電（株）
■ Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association （TEEMA）
■ 高千穂交易（株）
■ タカノ（株）
■ （株）竹中工務店
■ 多治見無線電機（株）
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|   富士通（株）
|   CIAJユーザネットワークシステム委員会
| <マルチメディアコーナー> 
|   CIAJマルチメディア通信委員会
| <FAXコーナー> 
|   CIAJ画像情報ファクシミリ委員会
■ （株）バッファロー
■ 浜井電球工業（株）
■ 浜松ホトニクス（株）
■ パラマウントベッド（株）
■ （株）バンダイ

|（株）サンライズ
|（株）バンダイナムコ研究所
■ （株）PFU
■ 東アジア電気（株）
■ 東日本高速道路（株）

|（株）ネクスコ・エンジニアリング北海道
|（株）ネクスコ・エンジニアリング東北
|（株）ネクスコ東日本エンジニアリング
|（株）ネクスコ・エンジニアリング新潟
|（株）ネクスコ・メンテナンス北海道
|（株）ネクスコ・メンテナンス東北
|（株）ネクスコ・メンテナンス関東
|（株）ネクスコ・メンテナンス新潟
| （株）ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ
■ 光商事（株）
■ ビジネスオウル（フィンランド・オウル市＆仙台市）

| オウル市・仙台市共同ブース
| Augumenta （フィンランド・オウル市）
| CoreHW （フィンランド・オウル市）
|（株）IoT.Run（仙台市）
|（株）Adansons（仙台市）
■ （株）日立製作所
■ （株）ピノー
■ 広島県
■ ファナック（株）
■ 一般財団法人VCCI協会
■ （株）フォアサイト
■ （有）フォーユーエクスプレス
■ （株）フォーラムエイト
■ 公益財団法人ふくい産業支援センター

| グラスＩＴフィールズ（株）
|（株）シー・シー・ユー
|（株）ＴＡＳ
|（株）ボストンクラブ
| ウラセ（株）（e-テキスタイル製品開発研究会）
|（株）KANZACC（e-テキスタイル製品開発研究会）
|（株） 米澤物産（e-テキスタイル製品開発研究会）
■ 国立大学法人福井大学
■ 福島県伊達市
■ （株）フジクラ
■ フジクラソリューションズ（株）
|（株）フジクラ・ダイヤケーブル
■ 富士通（株）
■ 富士通（株）
■ 富士通クオリティ・ラボ（株）
| 日邦産業（株）
■ （株）富士テクニカルリサーチ
■ （株）フューチャースタンダード
■ （株）プラチナリンク
■ 古野電気（株）

■ 一般社団法人ブロードバンド推進協議会
■ Helioenergia Sp. Z o.o.
■ 北陸電気工業（株）
■ 北海道石狩市
■ 北海道千歳市
■ （株）ホロンクリエイト
ま
■ マゼランシステムズジャパン（株）
| コマツ
■ （株）マックエイト
■ （株）マミーゴー
■ 豆蔵ホールディングスグループ
■ 三重電子（株）
■ （株）ミコジック
■ みずほ情報総研（株）
■ （株）ミスミ
■ （株）三井住友フィナンシャルグループ
■ 三菱地所（株）
■ 三菱重工工作機械（株）
■ 三菱電機（株）
■ （株）村田製作所
■ （株）メルシー
■ モーションリブ（株）
■ （株）モトヤ
■ （株）モノテクノス
や
■ （株）八雲ソフトウェア
■ 学校法人山口学園 ECCコンピュータ専門学校
■ 山下マテリアル（株）
■ （株）U'eyes Design
■ （株）ユーザベース
■ ユカイ工学（株）
■ YOKETAN CORPORATION
|（株）リアリーズ
■ 横浜国立大学
ら
■ ライフログテクノロジー（株）
■ Lattice Semiconductor
■ リーダー電子（株）
■ （株）LIXIL
■ リモテック テクノロジー リミテッド
■ 菱洋エレクトロ（株）
■ リンカーズ（株）
|（株）TRINUS
■ （株）リンクス
■ ローム（株）
■ （株）ロゼッタ
■ ロボセンサー技研（株）
■ NPO法人ロボティック普及促進センター
わ
■ （株）ワークス
■ ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム

| 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
| 関西電子工業（株）
|（株）翔エンジニアリング
| 電気興業（株）
| 国立大学法人 豊橋技術科学大学
| パナソニック（株）
|（株）レーザーシステム

■ （株）立花エレテック

|（株）大電社
|（株）高木商会
■ ダフトクラフト（株）
■ 玉川大学 量子情報科学研究所
■ （株）タムラ製作所
|（株）光波
■ 千葉工業大学
■ China Electronic Appliance Corporation
■ ChallengeRocket
■ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
■ （株）中日諏訪オプト電子
■ 中部大学 常川研究室
■ TDK（株）
■ （株）テイ・デイ・エス
■ （株） データ・デザイン
■ DataRobot Japan
■ テクトロニクス
■ （株）テクノバ
■ テクノブレーン（株）
■ （株）Digital Stacks
■ （株）テンダ
■ （株）電通サイエンスジャム
■ 一般社団法人電波産業会
■ （株）電波新聞社
■ 東亜無線電機（株）
■ （株）東京ウエルズ
■ 東京工業高等専門学校 水戸研究室

| 仙台高等専門学校広瀬キャンパス 小林研究室
| 泰興物産（株）
■ 東京工業大学 光無線給電研究室
■ 東京大学 ソーシャルICT研究センター 山口研究室
■ 公益財団法人東京都中小企業振興公社（事業化チャレンジ道場）

|（株）アトラス広告社
| 日本電波（株）
■ （地独）東京都立産業技術研究センター
■ 東京ビジネスフロンティア

| アールシーソリューション（株）
|（株）アイエスゲート
| IoTBASE（株）
|（株）アクシア
|（株）AnchorZ
| エイコム（株）
| XPAND（株）
| キャスレーコンサルティング（株）
|（株）ケミトックス
| JNS（株）
| セールスワン（株）
|（株）ＴＡＣＫ＆Ｃｏ．（建設現場支援センター）
|（株）Piezo Sonic
|（株）プラージュ
| MicroWorld（株）
| マスデンテック
|（株）MILOQS
| ムーバクラウド（株）
| 森田テック（株）
■ 東北・九州復興サポート展示ゾーン

|（株）アイオー精密
|（有）イグノス
|（株）OLPASO
| KIT-CC（株）

|（株）サイバーコア
|（株）鈴木電機吾一商会
| 東北マイクロテック（株）
|（株）フュージョンテク
| ヤグチ電子工業（株）
■ Tuya Global Inc.
■ 東洋電機（株）
■ 戸田建設（株）
■ 凸版印刷（株）
■ 豊田合成（株）
■ （株）toraru
■ トレジャーデータ（株）

| WOTA（株）
| X-TANKインダストリーズ（株）
|（株）エムテド
| 電源開発（株）（J-POWER）
|（株）HEART CATCH
|（株）ベルデザイン
な
■ ナイセンクラウド（アイティオール（株））
■ 中日本高速道路（株）

| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株）
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）
| 中日本高速オートサービス（株）
■ 長野県
■ （株）ナノルクス
■ 新潟県中小企業団体中央会

|（株）オフダイアゴナル（新潟県中小企業団体中央会）
| パルス電子（株）（新潟県中小企業団体中央会）
■ ニチコン（株）
■ 日産化学（株）
■ （株）日昇
■ 日本カーバイド工業（株）
■ 日本ガイシ（株）
■ 日本ケミコン（株）
■ 日本航空電子工業（株）
■ 日本精工（株）
■ 日本ゼオン（株）
■ 日本端子（株）
■ 日本電気硝子（株）
■ 日本ユニシス（株）
■ （株）ネクステッジテクノロジー
■ （株）Nextremer
■ （株）NESI
■ （株）ノア
■ ノウルズ・エレクトロニクス・ジャパン（株）
は
■ （株）バーナードソフト
■ VAIO（株）
■ パイクリスタル（株）
■ 萩原電気グループ

| 萩原エレクトロニクス（株）
| 萩原テクノソリューションズ（株）
■ HATSフォーラム

|（一社）情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）
|（一社）情報通信技術委員会（TTC）
| <PBXコーナー> 
|   NECプラットフォームズ（株）
|   OKI
|   （株）日立情報通信エンジニアリング
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コンファレンス会場のご案内
－国際会議場－

Hall 8 Hall 7 Hall 6 Hall 5 Hall 4 Hall 3 Hall 2

国際会議場

トイレ 身障者用トイレ エレベーター
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イノベーショントークステージ

A会場

B会場

C
会場

公式Webサイトより聴講予約受付中 ▲ ▲ ▲ www.ceatec.com

コンファレンスの聴講には事前聴講予約が必要です。入場事前登録いただくことで、コンファレンス
の事前聴講予約が可能になります。入場事前登録およびコンファレンスの聴講は無料です。

コンファレンス会場における同時通訳について

 　 は通訳のある講演です。
A、B、C会場のコンファレンスの同時通訳音声はCEATEC公式アプリより配信致します。
お手持ちのスマートフォンにあらかじめCEATEC公式アプリをインストール頂くとともに、コンファ
レンスをご聴講の際はイヤフォンをご持参ください。

開催日時：10月15日(火) ～ 10月18日(金)
開催場所：幕張メッセ 国際会議場 ／ 展示会場内CONFERENCE KEYNOTE / SUMMIT

at ROOM "A"

瞬間移動技術「ANAアバター」が未来を変える

13:00-13:45 日英  1A-13

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長

片野坂 真哉氏

瞬間移動技術「ANAアバター」が未来を変える

KEYNOTE

ツーリズムで地域を元気に

14:45-15:30 日英  1A-14

株式会社JTB
代表取締役　会長執行役員

田川 博己氏

KEYNOTE

移動で人を幸せに。モビリティの進化を支える
JapanTaxiの取り組み

16:30-17:15 日英  1A-16

JapanTaxi株式会社
代表取締役社長 

川鍋 一朗氏

KEYNOTE

KEYNOTE/SUMMITは
A会場にて全公演実施されます。

KEYNOTE / SUMMIT
企業トップが単独登壇するキーノートと
5G、AIなどをテーマに複数のキーパーソン
が登壇するサミットを1,000名規模の会場
で4日間開催します。

SESSIONS
ヘルスケア、フィンテック、サイバーセキュ
リティ、モビリティ、ロジスティクスなど、
技術トレンドやビジネス動向をトピックとし
た各種セッションを多数開催します。
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IoTによる知能化工場の実現
～FIELD system～

16:30-17:15 日英  2A-16

ファナック株式会社
代表取締役　会長

稲葉 善治氏

KEYNOTE

広島発デジタルトランスフォーメーション 
～日本が目指すべきＤＸの姿～

14:45-15:30 日英  4A-14

広島県
知事 

湯﨑 英彦氏

KEYNOTE

サステナブル社会の実現を目指した
Society 5.0 に対応する竹中工務店のまちづくり

14:45-15:30 日英  3A-14

株式会社竹中工務店 
取締役執行役員社長

佐々木 正人氏

KEYNOTE
計算機によって多様性を実現する社会に向けた
超AI基盤に基づく空間視聴触覚技術の社会実装

13:00-13:45 日英  2A-13

筑波大学/ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
准教授/代表取締役CEO

落合 陽一氏

超AI基盤に基づく空間視聴触覚技術の社会実装

KEYNOTE

photo :蜷川実花

超高齢社会
 - 世界の戦略的ラボとしての日本

14:45-15:30 日英  2A-14

株式会社エクサウィザーズ
代表取締役社長

石山 洸氏

KEYNOTE

KEYNOTE / SUMMIT

公式Webサイトより聴講予約受付中！

▲ ▲ ▲ www.ceatec.com
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2f（国際会議場）

A 会場

13:00-13:45 日英 1A-13

瞬間移動技術「ANAアバター」が未来を変える
ANAホールディングス(株)
代表取締役社長 片野坂 真哉 氏

14:45-15:30 日英 1A-14

ツーリズムで地域を元気に
(株)JTB 代表取締役 会長執行役員 田川 博己 氏

16:30-17:15 日英 1A-16

移動で人を幸せに。モビリティの進化を支える
JapanTaxiの取り組み
JapanTaxi(株)代表取締役社長 川鍋 一朗 氏

B 会場

10:00-12:00 日英 1B-10

情報通信が生み出す未来
電子情報通信学会 会長 中沢 正隆 氏
野村総合研究所 研究理事 
コンサルティング副本部長 
未来創発センター長 桑津 浩太郎 氏
NTTデータ先端技術(株)相談役 三宅 功 氏
宇宙飛行士 山崎 直子 氏

13:00-14:00 日英 1B-13

ICT政策の動向について（仮）
総務省
大臣官房総括審議官（情報通信担当） 秋本 芳徳 氏

14:45-15:30 日英 1B-14

イノベーションの源泉は顧客インサイトに　
－ビジネスとエクスペリエンスに革新をもたらすには
レノボ
PC & SD
Vice President of Global Marketing, 
User and Customer Experience Bhatia Dilip 氏

17:00 - 18:30 日英 1B-17

SoundUDカンファレンス2019 
～日本から広がる音の通信プラットフォーム～
SoundUD推進コンソーシアム 事務局
事務局長 瀬戸 優樹 氏

C 会場

10:30-12:10 日英 1C-10

医療データ活用が拓く未来『医療情報利活用
に向けた医療情報基本法制定の提案』
10:00-10:05　開会挨拶　
(一社)日本ユーザビリティ
医療情報化推進協議会（JUMP） 代表理事 森田 朗 氏
10:05-10:10　来賓挨拶  
衆議院議員／健康・医療・医学の
総合政策に関する研究会共同代表 田村 憲久 氏
10:10-11:10　
対談：医療・介護・健康における情報の利活用について
(一社)日本ユーザビリティ
医療情報化推進協議会（JUMP） 代表理事 森田 朗 氏
慶應義塾大学 教授 宮田 裕章 氏
11:10-12:10　パネルディスカッション
医療情報基本法によって実現すること
モデレータ
(一社)日本ユーザビリティ
医療情報化推進協議会（JUMP） 代表理事 森田 朗 氏

1f（国際会議場）

10:15-11:45 1S-1510 105会議室

Society5.0が目指す産業の未来（仮）
講演1
JEITA制御･エネルギー管理専門委員会 WG1
講演2
JEITAエネルギ－マネジメント標準化専門委員会
講演3
JEITA制御･エネルギー管理専門委員会 WG3

13:00-17:00 1S-1313 103会議室

医療データ活用が拓く未来『医療トレーサビリ
ティの推進』
13:00-13:10　挨拶
医療トレーサビリティ推進協議会(医ト協)
理事長 落合 慈之 氏
13:10-13:15　来賓挨拶 国会議員

13:15-14:00　
医療現場から見たトレーサビリティの必要性(仮)
京都第二赤十字病院医療情報室長／
消化器内科医師 田中 聖人 氏
14:00-15:30　
パネルディスカッション：医療トレーサビリティの確立
を目指して(仮)
モデレータ 落合 慈之 氏
15:30-17:00　パネルディスカッション
災害時における情報共有・連携の課題と展望
～医療情報をさらに役立てるためには～
モデレータ
前松下政経塾塾長 河内山 哲朗 氏
17:00　閉会挨拶 落合 慈之 氏

13:30-14:30 1S-1513 105会議室

ソリューションサービス事業委員会セミナー
「攻めのIT活用」に向けた提言

DAY.1 10/15 tue.

CONFERENCE program コンファレンス一覧
15:00-16:00 1S-1515 105会議室

CIAJ調査統計セミナー
「IoT市場の現状と、2023年までの将来展望」
(株)情報通信総合研究所
ICTリサーチ・コンサルティング部
主席研究員 野口 正人 氏

3f（国際会議場）

10:30-12:00 1S-3310 303会議室

スタートアップドラフト会議 ～ FinTech / InsurTech
領域のスタートアップのプレゼンバトル ～
司会
Plug and Play Japan(株)
Fintech Director 貴志 優紀 氏
 その他はスタートアップ20社ほどピッチ予定

12:30-13:45 1S-3312 303会議室

新規事業トークセッション ～ イノベーション創
出の裏側や苦労話、解決策をぶつけ合う ～
モデレータ
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ
SCHEMA BUSINESS ACCELERATOR/
TEAM LEADER 寺西 藍子 氏
パネリスト
(株)三菱UFJ銀行 デジタル企画部 桂 寧志 氏
オリックス(株)グループ戦略部門管掌付、
データ改革部担当・デジタル改革部担当・
イノベーション促進部担当

ハウレット デミヨン 氏
(株)日立製作所 事業企画本部
金融イノベーション推進センタ 技師 矢口 輝和氏
 他

14:15-15:45 1S-3314 303会議室

拝啓 スタートアップさま ～Plug and Play 
Japanのパートナー企業によるリバースピッチ～
司会・モデレータ
Plug and Play Japan(株)
Fintech Director 貴志 優紀 氏

企業パートナー約10社がプレゼン予定

13:00-14:30 1S-3113 301会議室

放送技術の現状と将来に向けて（仮）

14:00-16:30 1S-3414 304会議室

つながるエネルギー：
コネクティッド社会を支える振動発電技術
振動発電を用いた歩行者位置センシング
JR東日本コンサルタンツ(株)
常務取締役 ICT事業本部長 小林 三昭 氏
玩具とエナジーハーベスティング
(株)タカラトミー
研究開発部 エキスパート 渡辺 公貴 氏
つながるエネルギー ～コネクティッド社会を支える振
動発電技術の展開～
大阪大学 名誉教授 谷口 研二 氏
圧電ポリマーを用いた振動エナジーハーベスタ
～コネクテッド社会に貢献する柔軟性圧電材料～
東京理科大学
理学部応用物理学科 准教授 中嶋 宇史 氏
新材料電気二重層エレクトレットを利用した振動発電素子
電力中央研究所
材料科学研究所 上席研究員 小野 新平 氏

MEMS振動エナジーハーベスタ
鷺宮製作所
R&Dセンター第一開発部 開発一課 課長 三屋 裕幸 氏

15:00-16:30 1S-3115 301会議室

つながる住まいのサイバーセキュリティ 
～スマートホーム時代のサイバーセキュリティ
対策とは～
セコム(株)IS研究所
コミュニケーションプラットフォームディビジョン
マネージャー 松本 泰 氏
経済産業省
サイバーセキュリティ課

16:15-17:30 1S-3316 303会議室

Space Makes Innovation ～ Spaceが生み
出すイノベーションと事業会社とのコラボ ～
モデレータ
Plug and Play Japan(株)
Marketing / Communications VP 藤本 あゆみ 氏
(株)三井住友フィナンシャルグループ
ITイノベーション推進部
上席部長代理 古川 剛也 氏
アビームコンサルティング(株)
金融・社会インフラ　ビジネスユニット
シニアマネージャー 吉田 知広 氏
伊藤忠テクノソリューションズ(株)
サービスデザイングループ 
共創企画推進課長
シニアプロデューサー 五十嵐 知宏 氏
(株)NTTデータ 第二金融事業本部 
第二バンキング事業部 BeSTA FinTech Lab
課長 清水 吉順 氏
東急不動産(株) 都市事業ユニット
事業戦略部 まちづくり共創グループ
グループリーダー 伊藤 秀俊 氏
 他

イノベーショントークステージ（展示会場内）

10:30-11:15 1T-10 ホール8

出展者プレゼンテーション
11:30-11:45 1T-11 ホール8

出展者プレゼンテーション
12:30-13:15 1T-12 ホール8

地方版IoT推進ラボ認定自治体ピッチ
13:30-14:15 1T-13 ホール8

出展者プレゼンテーション
14:30-15:30 1T-14 ホール8

NICT「起業家万博」in CEATEC 2019　
～地域発ICTスタートアップが創る未来～
15:45-16:45 1T-15 ホール8

STARTUPs×知財戦略
～オープンイノベーションを成功に導く知財の活用～（仮）
17:00-17:30 1T-17 ホール8

STARTUPs×知財戦略
～CVCを通じた知財の共創～（仮）
学生交流ラウンジ　オープンステージ

13:40-14:40 1G-13 ホール8

学生＆トップリーダー対談
JEITA 半導体部会長
ソニー(株) 主席技監 技術渉外担当 上田 康弘 氏
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2f（国際会議場）

A 会場

10:00-12:30 日英 2A-10

5G Summit -携帯電話会社のトップが語る
『5Gへの取組と今後の展望』-（仮）
10:00-10:05　開会挨拶
総務省
10:05-10:15　基調講演
京都大学
名誉教授（5GMF 会長） 吉田 進 氏
10:15-10:30　キーノート１
(株)NTTドコモ
10:30-10:45　キーノート２
KDDI(株)
10:45-11:00　キーノート３
ソフトバンク(株)
11:00-11:15　キーノート４
楽天モバイル(株)
11:35-12:25　グループインタビュー
モデレータ
(株)MM総研
代表取締役所長 関口 和一 氏
12:25-12:30　閉会挨拶
総務省

13:00-13:45 日英 2A-13

計算機によって多様性を実現する社会に向けた
超AI基盤に基づく空間視聴触覚技術の社会実装
筑波大学/ピクシーダストテクノロジーズ（株）
准教授/代表取締役CEO 落合 陽一 氏

14:45-15:30 日英 2A-14

超高齢社会 - 世界の戦略的ラボとしての日本
(株)エクサウィザーズ
代表取締役社長 石山 洸 氏

16:30-17:15 日英 2A-16

IoTによる知能化工場の実現
～FIELD system～
ファナック(株)代表取締役
会長 稲葉 善治 氏

B 会場

14:00-16:45 日英 2B-14

5G国際セミナー2019
-5G商用化に向けた「世界の最新動向」と
「世界の5Gデバイスへの取組」-（仮）
14:00-14:10　
総務省の5G導入への取組
総務省

14:10-14:30　
日本及び海外の最新動向（仮）海外の動向１（仮）
欧州（予定）
14:30-14:50　
日本及び海外の最新動向（仮）海外の動向２（仮）
米国（予定）
14:50-15:10　
日本及び海外の最新動向（仮）海外の動向３（仮）
韓国（予定）
15:10-15:30　
日本及び海外の最新動向（仮）日本の動向（5G実証試験）
（仮）
(株)NTTドコモ 奥村 幸彦 氏
15:40-15:55 
世界の5Gデバイスへの取組-ユーザ視点から何が、どう
変わるのか!!!-（仮）部品の分野（仮）
15:55-16:10 
世界の5Gデバイスへの取組-ユーザ視点から何が、どう
変わるのか!!!-（仮）チップの分野（仮）
16:10-16:25 
世界の5Gデバイスへの取組-ユーザ視点から何が、どう
変わるのか!!!-（仮）端末の分野（仮）
16:25-16:40 
世界の5Gデバイスへの取組-ユーザ視点から何が、どう
変わるのか!!!-（仮）ソリューションの分野（仮）
16:40-16:45 閉会挨拶

C 会場

13:00-14:15 日英 2C-13

米国テクノロジーショーケース：最先端の米国
IT企業のテクノロジーをご紹介します
アメリカパビリオン出展企業

15:00-17:00 日英 2C-15

プラットフォームビジネスと競争政策 
15:00-15:10　挨拶
公正取引委員会
委員長 杉本 和行 氏
15:10-15:20　挨拶
(一社)電子情報技術産業協会
会長（日本電気(株)代表取締役会長） 遠藤 信博 氏
15:20-17:00　パネルディスカッション
「プラットフォームビジネスと競争政策」
モデレータ
公正取引委員会
競争政策研究センター 
主任研究官（東京大学公共政策大学
院副院長・経済学研究科教授） 大橋 弘 氏
パネリスト
欧州委員会競争総局
政策・戦略局
局長 Kris Dekeyser 氏
米国連邦取引委員会
競争局
競争局長補（デジタル市場担当） Daniel Francis 氏
Microsoft Corporation
アジア競争法・政策担当部長 Dick Rinkema 氏
NERAエコノミックコンサルティング
マネジングディレクター／
東京事務所代表 石垣 浩晶 氏
公正取引委員会
事務総局
経済取引局長 菅久 修一 氏

1f（国際会議場）

10:15-11:15 2S-1510 105会議室

“働き方改革”は“生き方改革”～IT活用による
幸せな働き方の実現に向けて～
(一社)電子情報技術産業協会（JEITA）
ソフトウェア事業戦略専門委員会
委員長 白井 克昌 氏

12:30-13:30 2S-1512 105会議室

超スマート社会で活躍できる人材になるため
に－情報処理学会が提供するセミナーと高度
IT人材資格CITP－

12:30-13:00
(一社)情報処理学会　
理事(ヤフー(株)) 田島 玲 氏
13:00-13:30
(一社)情報処理学会
理事(理化学研究所) 西 直樹 氏

12:30-14:00 2S-1412 104会議室

ALANコンソーシアム特別シンポジウム
～水中光無線技術の開発状況と将来の展望
～(仮)

14:00-16:30 2S-1214 102会議室

IoT/AIが築く新たな社会とビジネス～スマー
トシティ/多彩な事業分野への利活用事例～

IoT、スマートシティ関連デジュール国際標準化動向
(同)国際さくらコンサルティング
代表社員（社長） 櫻井 義人 氏
Building-IoT×AI による Smart City 実現に向けた取組
(株)NTTファシリティーズ 
研究開発部
担当課長 吉田 献一 氏
慶應義塾大学中澤研のスマートシティおよびIoTセンシ
ング／センサーネットワークに関する取組みについて
慶應義塾大学
政策・メディア研究科 中澤研究室
研究員 柘植 晃 氏
AIで飲食店はこう変わる！  
エクスウェア(株)
代表取締役社長 滝本 賀年 氏
日立におけるIoT研究の事例紹介
(株)日立製作所
研究開発グループ 
エレクトロニクスイノベーションセンタ
コネクティビティ研究部
部長 奥野 通貴 氏

14:45-15:30 2S-1414 104会議室

Mixed Reality最前線～実用化に近づいた
MR導入の実態と可能性
(株)ホロラボ Co-founder
取締役COO 伊藤 武仙 氏

14:45-15:30 2S-1514 105会議室

HATSフォーラム（IoT時代に向けた取り組み）

HATSフォーラム概要（仮）
HATSフォーラム相互接続実施推進部会長 
OKIコンサルティングソリューション(株)
新事業コンサルティングＧ
エグゼクティブマネージャー 高呂 賢治 氏
PBX間の相互持続性確保に向けた取組み
HATSフォーラムPBXテレコムサーバー相互接続試験
実施連絡会 主査
富士通(株)
ネットワークサービス事業本部
プロダクト開発統括部 第一開発部 斎藤 正寛 氏

16:00-16:45 2S-1416 104会議室

アクセシビリティへの配慮、できていますか？
（仮）

3f（国際会議場）

10:15-11:45 2S-3310 303会議室

自動運転時代へ、いま考えること
～MaaSとのあり方・セキュリティの備え～

MaaSから見た自動運転
東京大学 生産技術研究所 
次世代モビリティ研究センター
モビリティ・イノベーション連携研究機構長
教授 須田 義大 氏
国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)における自
動車セキュリティ，ソフトウェアアップデートの議論の
状況
(独)自動車技術総合機構 交通安全環境研究所
環境研究部（自動車安全研究部兼任）
副部長 新国 哲也 氏

10:00-17:00 2S-3410 304会議室

ビルでも！工場でも！街でも！つなぐIoTソリュー
ション「HD－PLC」高速電力線通信

HD-PLCアライアンスセミナー

「HD-PLC」に関する最新情報紹介（仮）
HD-PLCアライアンス　
会長 三宅 隆則 氏
高速PLCの国際動向、標準化動向（仮）
IEEE-SA Progilon社 
CEO  Jean-Philippe Faure 氏
高速PLC国内法制化の取り組み状況（仮）
高速電力線通信推進評議会（PLC-J）　

技術WG 「HD-PLC」技術動向、
互換認証システム概要紹介（仮）
HD-PLCアライアンス　

「HD-PLC」事例紹介（仮）
パナソニック(株)　
その他、HD-PLCアライアンス会員企業による製品、
ソリューション、応用事例など最新情報のご紹介

DAY.2 10/16 WED.
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2f（国際会議場）

A 会場

14:45-15:30 日英 3A-14

サステナブル社会の実現を目指したSociety 
5.0 に対応する竹中工務店のまちづくり
(株)竹中工務店
取締役執行役員社長 佐々木 正人 氏

B 会場

10:30-12:00 日英 3B-10

5Gが変える未来と米国テクノロジー最前線
（仮）presented by 米国大使館

12:45-14:15 日英 3B-12

スマートホーム新時代 ～生活者データを心地良く取得
し、活用するための家庭内ユーザエクスペリエンスとは?
講演者
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 副学長
先端科学技術研究科 教授 丹 康雄 氏
シャープ(株)IoT事業本部 副本部長 
兼 IoTクラウド事業部長 白石 奈緒樹 氏
(株)LIXIL
ビジネスイノベーション統括部 統括部長 
兼 IoT技術センター長 三原 寛司 氏
トレジャーデータ(株)
マーケティング担当ディレクター 堀内 健后 氏
モデレータ
(株)HEART CATCH 
CEO / プロデューサー 西村 真里子 氏

C 会場

10:15-11:15 日英 3C-10

Carbon's Digital Manufacturing Platform-
production examples across several industries
Carbon, Inc Enterprise Partnerships
Vice President DiLaura Paul 氏

14:00-14:45 日中 3C-14

台灣AI発展トレンド及び日台産業連携

1f（国際会議場）

10:15-11:45 3S-1310 103会議室

2028年までの電子部品技術ロードマップ
～超スマート社会（Society5.0）の実現に貢献
する電子部品の動向～
(一社)電子情報技術産業協会 電子部品部会／
部品技術ロードマップ専門委員会 主査
(株)村田製作所 小池 純 氏

(一社)電子情報技術産業協会
電子部品部会／部品技術ロードマップ専門委員会 
副主査
アルプスアルパイン(株) 加藤 喜文 氏

10:15-11:00 3S-1210 102会議室

Webアクセシビリティセミナー1：
障害当事者のWebの利用方法を知る
ウェブアクセシビリティ基盤委員会
WG2 委員 伊敷 政英 氏 
ウェブアクセシビリティ基盤委員会
WG2 招聘専門家 諸熊 浩人 氏

11:30-12:15 3S-1211 102会議室

Webアクセシビリティセミナー2：
なぜ企業はWebアクセシビリティに取り組むのか？
ウェブアクセシビリティ基盤委員会
WG1 伊原 力也 氏
 他

12:45-14:15 3S-1212 102会議室

CIAJセミナー「つながる機器の法令遵守」
－製造メーカが通信機器を出荷（組込）するには－

講演1
我が国における無線設備等の技術基準認証制度の動向（仮）
総務省 総合通信基盤局 電波部
電波環境課 認証推進室 課長補佐 景山 真澄 氏
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 
電気通信技術システム課  課長補佐 石原 浩樹 氏
講演2
CIAJ適合性評価委員会の活動について
(一社)情報通信ネットワーク産業協会 
適合性評価委員会委員長 （(株)東芝） 室井 保彦 氏

13:00-17:30 103会議室

IoT時代の攻撃と防御、PSIRTの重要性が問
われるいま！
13:00-14:00　3S-1313
IoT時代のゼロディ攻撃と防御受け入れ必至 
“Zero Trust” とは
(株)ラック
サイバー・グリッド・ジャパン 
サイバー・グリッド研究所 
所長 仲上 竜太 氏
14:30-15:30　3S-1314
IoT時代に必要なPSIRTとその役割
グローバルセキュリティエキスパート(株) 
CSO 兼 CSRO

萩原 健太 氏
16:00-17:30　3S-1316
IoT時代におけるセキュリティ対応態勢のあり
かた- シフトレフトする攻撃に生き残れ！ 

ファシリテータ
アップデートテクノロジー(株)
代表取締役社長 板東 直樹 氏
パネリスト
サイボウズ(株)
セキュリティ室 室長 明尾 洋一 氏
マイクロソフトコーポレーション
カスタマーサービスアンドサポート 
セキュリティレスポンスチーム
セキュリティプログラムマネージャー 垣内 由梨香 氏

DAY.3 10/17 tHU.

12:30-13:30 2S-3112 301会議室

共創による新ビジネス創出とは？～データ流
通による価値/利益の連鎖を考える～
アビームコンサルティング(株)
P&T Digitalビジネスユニット
執行役員 プリンシパル
IoTセクター長 橘 知志 氏

13:00-14:30 2S-3213 302会議室

新卒IT人材採用の切り札
「日本企業で活躍するミャンマー最高峰IT大
学卒業生」

11:00-12:00 2S-3111 301会議室

超省エネルギーIoT社会実現に向けたナノエ
レクトロニクス技術 　～イメージング・センサ・
コンピューティングから拓くイノベーション～

主催者
科学技術振興機構（JST）戦略研究推進部

招待講演
Society 5.0におけるエレクトロニクスの役割
東芝デバイス＆ストレージ(株)
新領域企画推進部
部長 高柳 万里子 氏
講演1　
テラヘルツ波ビデオイメージングの実現に向けて
九州大学 大学院システム情報科学研究院
特任教授 浅野 種正 氏
講演2　
高エネルギー効率コンピューティングを実現する
ビアスイッチFPGA
大阪大学 大学院情報科学研究科
教授 橋本 昌宜 氏
講演3　
「超」高感度慣性センサ・システムが切り拓く世界

東京工業大学 学長 益 一哉 氏

15:30-16:30 2S-3115 301会議室

東京海上グループのデジタル戦略
東京海上ホールディングス(株)
事業戦略部
部長 住 隆幸 氏

13:45-14:30 2S-3313 303会議室

AI・IoTがつくり出すスマートライフの未来
(株)アクセルラボ
代表取締役 小暮 学 氏

15:00-17:00 2S-3315 303会議室

農業データ連携基盤が導くスマートフードチェーン
開会挨拶
Society5.0実現に向けた農研機構の研究開発戦略（仮）
農研機構
理事長 久間 和生 氏
基調講演
「農業データ連携基盤」の本格稼働と機能拡張による
“スマートフードチェーン”の実現（仮）
慶應義塾大学
教授 神成 淳司 氏
基調講演　
農業ICTの現在地と課題（仮）
富士通(株)
スマートアグリカルチャー事業本部
エキスパート 若林 毅 氏
パネルディスカッション
「農業データ連携基盤を活用したスマートフードチェー
ン」の実現に向けて
司会
流通経営研究所 折笠 俊輔 氏
パネリスト
(株)サラダボウル
代表取締役社長 田中 進 氏
熊本大同青果(株)
代表取締役会長 月田 求仁敬 氏

イノベーショントークステージ（展示会場内）

10:30-12:00 2T-10 ホール8

「共創する未来」に貢献する先端繊維素材(仮)
日本化学繊維協会

12:30-13:15 2T-12 ホール8

地方版IoT推進ラボ認定自治体ピッチ

13:30-14:15 2T-13 ホール8

出展者プレゼンテーション

14:30-15:30 2T-14 ホール8

NICT「起業家万博」in CEATEC 2019　
～地域発ICTスタートアップが創る未来～

15:45-16:30 2T-15 ホール8

出展者プレゼンテーション

学生交流ラウンジ　オープンステージ

12:00-13:00 2G-12 ホール8

JEITA スマートホーム部会

13:40-14:40 2G-134 ホール8

学生＆トップリーダー対談
JEITA 電子部品部会長
(株)村田製作所 代表取締役会長兼社長 村田 恒夫 氏

15:20-16:20 2G-15 ホール8

エネルギーを操ってみないか？
～求む！世界をリードする次世代を担う人材～
JEITA 電源部品事業委員会
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(株)ラック
サイバー・グリッド・ジャパン
理事、シニアコンサルタント 加藤 智巳 氏

13:30-14:30 3S-1413 104会議室

若年層へのプログラミングの魅力訴求に向けて
～初等・中等プログラミング教育に関わる課題と対策～
(一社)電子情報技術産業協会
IT人材育成WG 主査 前川 隆昭 氏

14:30-15:15 3S-1514 105会議室

CPS/IoT時代のデータ利活用を支えるテープストレー
ジソリューション データ長期保管事例（JIS規格準拠）
日本電気(株)
クラウドプラットフォーム事業部
シニアマネージャー 渡部 俊幸 氏

16:00-16:45 3S-1516 105会議室

音声合成技術が多彩な感情や意図を表現し始める、
その前に～JEITA IT-4012 話し方種別ガイドライン～
(一社)固有名詞協会 代表理事 平沢 純一 氏

16:00-17:00 3S-1416 104会議室

監視カメラソリューションの動向
(一社)電子情報技術産業協会（JEITA）
次世代カメラソリューション専門委員会
委員長 鍋山 和也 氏

3f（国際会議場）

10:15-12:15 3S-3310 303会議室

JEITA 国際戦略・標準化セミナー
～Society5.0を創造する新たな標準化の取組み～
10:15-10:45
AIに関するルール・標準化の現状と今後の展望
三菱電機㈱ 開発本部 開発業務部 
主管技師長
JEITA国際標準化戦略研究会 委員 小川 雅晴 氏
10:45-11:25
シェアリングエコノミーの国際標準化と認証に関する取り組み
(一社)シェアリングエコノミー協会 
事務局 シェアリングエコノミー認証制度
タスクフォース 二宮 秀彰 氏
11:25-12:05
MaaS（Mobility as a Services）と標準化
(一財)日本情報経済社会推進協会 常務理事
(一社)JCoMaaS
理事 坂下 哲也 氏

11:00-13:00 3S-3111 301会議室

グローバルコミュニケーションシンポジウム2019 
パネルディスカッション 
モデレータ　 
(株)日本総合研究所　
リサーチ・コンサルティング部門 部長 近藤 修申 氏 
パネリスト 
多言語音声翻訳システムのベンターやサービス提供者 等
5名程度 

13:00-14:00 3S-3313 303会議室

日本企業におけるDXの課題と解決へのヒント
一橋大学 経営管理研究科 教授 神岡 太郎 氏

13:00-17:00 3S-3213 302会議室

電子ディスプレイシンポジウム金属酸化物半
導体エレクトロクス－若手研究者が語る今とこ
れから－［材料探索・IGZO・ディスプレイ・・・］
新しい半導体物質探索研究
東工大 平松 秀典 氏
全液相成膜の酸化物TFT（英語）
NAIST  Juan Paolo Bermundo 氏
ミストCVDプロセス  
高知工科大学 川原村 敏幸 氏
酸化物半導体ショットキーフレキシブルデバイス
高知工科大学  曲 勇作 氏
LTPS+OxideTFTによる超低消費電力ディスプレイ
JDI 小野寺 涼 氏 
高移動度トップゲートIGZO-TFTとOLEDディスプレイ  
シャープ 武田 悠二郎 氏

14:00-15:00 3S-3114 301会議室

システムLSIのイノベーションがもたらす超スマート社会
(株)ソシオネクスト
代表取締役社長兼COO兼CTO 岡本 𠮷史 氏

14:30-17:30 3S-3314 303会議室

『長寿社会×ICT』　長寿社会に生きる～ICTへの期待～
国立大学法人 東京大学 
高齢社会総合研究機構 名誉教授 秋山 弘子 氏
国立研究開発法人 情報通信研究機構 
監事（非常勤） 土井 美和子 氏

15:30-16:30 3S-3115 301会議室

方向検知機能によるBluetooth位置情報サービスの強化
Bluetooth SIG, inc. Developer Relation and Evangelise Team
アジア太平洋地域 シニア デベロッパー
リレーション マネージャー レン カイ 氏

イノベーショントークステージ（展示会場内）

10:30-11:15 3T-10 ホール8

出展者プレゼンテーション

11:30-12:15 3T-11 ホール8

出展者プレゼンテーション

12:30-13:15 3T-12 ホール8

IoT Lab Selectionファイナリスト成果報告会

14:00-15:00 3T-14 ホール8

NICT「起業家万博」in CEATEC 2019　
～地域発ICTスタートアップが創る未来～

15:30-17:30 3T-15 ホール8

“Change The World” PITCH 
by 三井住友海上キャピタル

学生交流ラウンジ　オープンステージ

12:00-13:00 3G-12 ホール8

企業の中にいるUI/UXデザイナーって何をしているひと？～
本人から実際の製品・サービス開発事例を聞いてみよう！～

13:40-14:40 3G-134 ホール8

JEITA 部品技術ロードマップ専門委員会

2f（国際会議場）

A 会場

14:45-15:30 日英 4A-14

広島発デジタルトランスフォーメーション 
～日本が目指すべきＤＸの姿～
広島県
知事 湯﨑 英彦 氏

B 会場

10:15-11:00 日英 4B-10

特別セッション（仮）
慶應義塾大学 環境情報学部教授
ヤフー(株)
CSO（チーフストラテジーオフィサー） 安宅 和人 氏

11:30-12:15 日英 4B-11

イノベーションシステムの構築とまちづくり(仮)
三菱地所(株)
代表執行役専務 千葉 太 氏

12:45-14:45 日英 4B-12

Keynote Co-Creation BEYOND 新しい価
値を～　JTB、東急電鉄、ANAがSociety 5.0
時代の未来のサービスを描く
Society5.0に向けたJTBの地域交流事業の取組みと今後
の展望～社会実装に向けた地域へのアジャストメント～
(株)JTB　
法人事業本部　
執行役員法人事業本部副本部長 古野 浩樹 氏
新生・東急
「未来に向けた“美しい生活環境創造“への挑戦」
東京急行電鉄(株)
フューチャー・デザイン・ラボ 
統括部長 御代 一秀 氏
アバター社会インフラサービスが実装された
超スマート社会
ANAホールディングス(株)　
アバター準備室
ディレクター 深堀 昂 氏

C 会場

10:00-12:00 日英 4C-10

技術戦略部会「AIカンファレンス」
～人とAIの共存：社会のためのAI活用～
パネルディスカッション
モデレータ
東京大学
名誉教授/特任教授 荒川 泰彦 氏

パネリスト
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
フェロー 同所 人工知能研究センター
研究センター長  辻井 潤一 氏
総合科学技術・イノベーション会議
有識者議員／富士通(株) 理事 梶原 ゆみ子 氏
JEITA技術戦略部会長／ソニー(株)
主席技監 島田 啓一郎 氏
東京大学
大学院情報理工学系研究科
ソーシャルICT研究センター
ソーシャルICT研究センター長 教授 中田 登志之 氏

12:30-14:00 日英 4C-12

超高齢化社会に打ち勝つ
医療・ヘルスケア分野のビジネスイノベーショ
ン～医療・介護の現場から～
SOMPOホールディングス(株)
Future Care Lab in Japan 所長 片岡 眞一郎 氏
国立循環器病研究センター
予防健診部 宮本 恵宏 氏
 他 有識者 調整中

14:30-15:30 日英 4C-14

デジタルヘルス分野における
グローバルイノベーションの現状（仮）
経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課長 西川 和見 氏
Harvard-MIT, 
Biomedical Engineering Center
Professor Elazer R. Edelman 氏

16:00-17:30 日英 4C-16

ヘルスケアビジネス入門 ～新時代のヘルス
ケア事業者が知っておくべき業界常識～

ヘルスケア産業への期待と民間投資の促進（仮）
経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課長 西川 和見 氏
新時代のヘルスケア事業者が知っておくべき業界常識
（仮）
(一社)電子情報技術産業協会
ヘルスケアIT研究会
主査（オムロンヘルスケア(株)） 鹿妻 洋之 氏

1f（国際会議場）

10:15-11:15 4S-1510 105会議室

IoT時代の組込み系ソフトウェア開発を知る
~IoTをモデリングで制する！~
(一社)電子情報技術産業協会
ソフトウェア事業基盤専門委員会
専門委員会委員長 金子 博 氏

DAY.4 10/18 FRI.
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10:30-11:30 4S-1210 102会議室

テクノロジーを通して子供に関わる全ての人を
サポートするBabyTech（ベビーテック）の現在
と未来
(株)パパスマイル babytech.jp
代表取締役 永田 哲也 氏

15:00-16:00 4S-1415 104会議室

CIAJセミナー「2019年度 モバイル通信端末
の利用実態調査」 
～端末買い替えニーズは長期化、5Gへの期待
高まる！～
(株)シード・プランニング
リサーチ＆コンサルティング部
主席研究員／コンサルタント 杉本 昭彦 氏

15:00-16:00 4S-1515 105会議室

スマート社会における自動運転サービスの
普及に向けた課題と方策について
(一社)電子情報技術産業協会（JEITA）
スマート社会ソフトウェア専門委員会 
委員長 進藤 成純 氏

3f（国際会議場）

10:00-17:30 4S-3410 304会議室

Venture Business MeetUP with Taiwan
台湾と日本の観点からのグローバルエコシス
テムからみた今後のビジネスについて

10:30-12:00 4S-3110 301会議室

竹中工務店のSociety5.0に向けた
「まちづくり」（仮）
(株)竹中工務店

12:30-13:30 4S-3112 301会議室

“ものづくり人材”が活躍する
スマートファクトリー
(株)シーイーシー
デジタルインダストリービジネスグループ
常務取締役 立石 博 氏

13:00-14:30 4S-3313 303会議室

Society5.0時代に向けた
サステナブルな街づくり（仮）

14:00-16:30 4S-3114 301会議室

AIを活用したネットワークの進化と
今後の展望

AI/IoT活用によるネットワークの進化とその将来展望
東京大学
教授 中尾 彰宏 氏

ネットワークにおけるAI適用の実現とその課題解決に向
けた展望
日本電気(株)
システムプラットフォーム研究所
所長 津村 聡一 氏
TM ForumにおけるAIを活用したネットワーク運用・管
理の検討動向
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)
ネットワーククラウド事業本部 
ソリューション営業部
担当課長 新井 利幸 氏
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)
ネットワーククラウド事業本部 
ソリューション営業部 水野 清貴 氏

15:00-17:00 4S-3315 303会議室

第15回 JEITAデザインフォーラム 「『デザイン
経営』で日本の企業は変われるのか？」（仮）

イノベーショントークステージ（展示会場内）

10:15-11:15 4T-10 ホール8

ひろしまサンドボックス
広島県商工労働局
イノベーション推進チーム
グループリーダー 北岡 慎也 氏 他

11:30-12:15 4T-11 ホール8

出展者プレゼンテーション

12:30-13:15 4T-12 ホール8

IoT Lab Selectionファイナリスト成果報告会

14:30-15:30 4T-14 ホール8

INCF 社会課題解決ソリューションピッチ 
powered by MRI

15:45-17:00 4T-15 ホール8

MaaSにより実現される将来の生活や新産業
創出
小田急電鉄(株)
経営戦略部　
課長
次世代モビリティチーム 
統括リーダー 西村 潤也 氏
(株)MaaS Tech Japan
代表取締役社長 日高 洋祐 氏

学生交流ラウンジ　オープンステージ

10:20-11:20 4G-10 ホール8

これからはデザインの時代！国内大手メーカー
１８社に緊急インタビュー～今、デザインが面
白い～
大手メーカー18社

13:40-14:40 4G-134 ホール8

業界研究セミナー
JEITA ITエレクトロニクス人材育成検討会

Information

会場までのアクセス

特別サービスのご案内 

詳しくはWEBで▶
www.ceatec.com

CEATEC 2019ご来場の方向けに、
特別価格でご宿泊プランをご用意しております。

宿泊情報

CEATEC 会期中は、幕張メッセ直行の高速バスが運
行されます。電車の乗り換えや駅から歩くことなく会場
にお越しいただくことができ、帰り便も運行します。便
利で快適な高速バスをぜひ、ご活用ください。

交通情報

CEATEC 開催中には、三井アウトレットパーク幕張の
対象店舗で限定サービスが提供されます。また、
CEATEC の入場証を掲示頂くだけで、幕張メッセ周辺
のレストラン等で特別割引が適用されます。詳しくは、
会場のポスター、チラシ、WEBでご確認ください。

幕張メッセ周辺おトク情報

JR山手線

JR中央線

JR横須賀線

りんかい線

京急線

モノレール

JR総武線快速

JR総武線
JR総武本線

JR京葉線

JR高崎線・東北本線

JR武蔵野線

JR常磐線

京成本線

西国分寺 新宿

池袋

市ヶ谷

モノレール

中野

大崎
品川

大井町

上野

秋葉原 西船橋

成田

津田沼

南船橋
市川
塩浜

舞浜

京成
津田沼

錦糸町

御茶ノ水

赤羽

南浦和
新松戸

横浜

天王洲アイル

東京湾
木更津

蘇我

千葉みなと
千葉中央

千葉新木場

成田空港

幕張本郷

羽田空港

東京

海浜幕張

幕張幕張幕張メッセ銀座駅
数寄屋橋

東京駅
八重洲口6分

高速バス直行便

東京メトロ
半蔵門線

東京 幕張本郷 幕張メッセ中央

総武快速線経由（幕張本郷駅～路線バス）

錦糸町 津田沼

JR総武線快速
8分 19分 15分3分

JR総武線 京成バス

幕張メッセまで快適・便利にご来場！幕張メッセまで快適・便利にご来場！

特急利用の場合

東京駅から
最速23分！東京メトロ

日比谷線

東京 幕張幕張八丁堀

東京メトロ
有楽町線

JR京葉線快速
2分 6分 22分

海浜幕張

京葉線経由

新木場

幕張メッセ
千葉みなと

特別臨時バス運行!!
横浜YCAT

幕張メッセ

JR津田沼駅

（新習志野駅・京成津田沼駅経由）

幕張メッセ

新宿駅または渋谷駅

幕張メッセ中央

◀
▶

◀
▶

▶

高速バス（平和交通・あすか交通・京成バス）
定期便 35～55分 臨時運行直行便 約40分

写真はイメージです
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