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2017年5月24日（水）～5月26日（金）
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西3・4 &会議棟

2015年5月27日（水）～5月29日（金）

18 （最終日のみ17：00まで）

ワイヤレスジャパン2015

主催/運輸システムEXPO実行委員会
企画・運営/日本イージェイケイ株式会社／パラボックス株式会社

主催/独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
       YRP研究開発推進協会
       YRPアカデミア交流ネットワーク
企画・運営/日本イージェイケイ株式会社

運輸システムEXPO2015

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2015

●出展・申込に関するお問い合せ
　日本イージェイケイ株式会社　担当：菅野
　〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6
                       ランドマーク芝公園7F
　TEL：03-6459-0444  FAX：03-6459-0445
　E-mail ： expo2015@ejkjapan.co.jp

●お問い合せ・連絡窓口
　※問合わせ受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日除く） 
　株式会社うぼん　担当：小林
　〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F　
　TEL：03-6433-0801  FAX：03-6433-0802
　E-mail ： expo2015@ejkjapan.co.jp

運営事務局 ワイヤレスジャパン/WTP/運輸システムEXPO運営事務局

2017年5月24日（水）～5月26日（金）

西１・アトリウム＆会議棟

ワイヤレスジャパン2017

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2017

IDE TOKYO ドローンソリューション＆技術展2017

運輸・交通システムEXPO2017

俵
展示会運営事務局
TEL:03-5981-9913  FAX:03-3947-5715
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp

tech@ejkjapan.co.jp

7

30分

主催/国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

主催/ドローンソリューション＆技術展事務局
企画・運営/日本イージェイケイ株式会社

ワイヤレスジャパン/WTP/運輸・交通システムEXPO/ドローンソリューション＆技術展運営事務局
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E-mail:wireless2017@network.kcrent.jp

（株）ムラヤマ 担当：植田・牛島・中村

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア　
TEL（03）6221-0843 FAX(03)6221-1914

5月27日（水）から5月29日（金）

装飾・

担当：今井

TEL（03）5843-0324 FAX(03)5979-6335

ヤマトボックスチャーター（株） 広域戦略支店イベントサイトチーム　担当：清水

担当：右近

〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11番1号
TEL(0120)222-739  FAX(0120)888-792
E-mail: Y5650151@kuronekoyamato.co.jp

E-mail: wireless@iidae.co.jp

E-mail: wireless@network.kcrent.jp

gmt.2015

ケン＆スタッフ 担当：田中
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-14-7 YKSビル
TEL(03)3367-0020  FAX(03)3367-0023
e-mail: y-tanaka@ken-staff.co.jp

日本コンベンションサービス（株）担当：金子
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル
TEL(03)3508-1215  FAX(03)3508-0820
E-mail: ejk-interpreter@convention.co.jp

担当：今井

2015

0324

五反田航空支店

TEL(03)3778-8274  FAX(03)3778-8264

24 26

wireless2017@iidae.co.jp

wirelessjapan2017@gmt.jtb.jp

2017

担当：中村（奈津希）

担当：菊地
東京都新宿区高田馬場4-4-5　MSTヒルズ

2-3-14　東京フロントテラス7階

担当：金子・劉

担当：塩田

担当：馬場

サービスコーナー　担当：ビッグサイトカード係

担当：馬場

担当：後藤

0027

0333

0333

y-kikuchi@ken-staff .co.jp

kea-shiota@nittsu.co.jp／event-gtc@air.nittsu.co.jp

y5650281@kuronekoyamato.co.jp

ヤマトボックスチャーター（株） イベントサイト支店　担当：櫻井

E-mail:wireless2017@network.kcrent.jp

飯田電機工業（株）イベント事業本部 担当：上原・塚田

（株）ビッグサイトサービス
ビッグサイトカード
（共通食事券）
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（3/11現在）

191台

12：00

12：00

のホームページをご覧ください。

③会議棟地下 62台 午前8時～午後10時

午前8時～午後10時

250円/30分　1日最大2,000円

5月25日 5月29日

5月25日 5月29日

西3・4

西3・4

22

22

26 西１ホール内に、

西１ホール内に、26

①

②

西１ホール アトリウム

床　構　造 コンクリート 人造タイル

床耐重量 5t/㎡ 0.36t/㎡

アンカーボルト 可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの） 不可（既設フック有り）

天井高 12m 23m

照度 約400ルクス以上

給排水設備 可 無

搬出入り口 ５箇所 ３箇所

車輌進入 可 無

電気方式
　　　　　　　　　　　　　単相２　100V 50Hz
　　　　　　　　　　　　　単相３　100/200V 50Hz
　　　　　　　　　　　　　三相３　200V 50Hz



5

4月21日（金）

【フォーム4】～
【フォーム17】

提出

3月3日（金）
【フォーム1】
追加招待券申込書
【フォーム2】
出展表示名登録書

【フォーム3】
バッジ・車輌証追加
申込書

4月中旬

招待券・
バッジ・車輌証発送

25

26

27

28

29

5月26日（火）8：00～となります。

全出展社搬入・設営

事務局工事
8時間以上の出展社8小間以上の出展社

搬入車両会場乗り入れ可能時間搬入車輌会場乗り入れ可能時間

搬入車両会場乗り入れ可能時間搬入車輌会場乗り入れ可能時間

搬出車輌会場乗り入れ可能時間搬出車輌会場乗り入れ可能時間

6月下旬　結果報告書送信予定

3月3日（金）【フォーム1】追加招待券申込書
 【フォーム2】出展表示名（共同出展社名）登録書
 【フォーム3】バッジ・車輌証追加申込

4月26日（水）【フォーム18】小間内臨時架設電話申込書
 【フォーム19】高速インターネット接続申込書
 【フォーム20】パソコンレンタル申込依頼書
 【フォーム21】バーコードシステム利用申込書

5月10日（水）【フォーム22】集荷依頼書

4月21日（金）
【フォーム4】装飾施工会社届
【フォーム5-1】電気幹線工事申込書
【フォーム5-2】照明・コンセント追加工事申込書
【フォーム6】天井構造申請書
【フォーム7】床面工事申請書
【フォーム8】火気・危険物等持込許可申請書
【フォーム9】小間内清掃申込書

【フォーム10】プライベート商談室利用申込書
【フォーム11】有料ストックルーム申込書
【フォーム12】オプション備品申込書
【フォーム13】通訳申込書
【フォーム14】宿泊申込書
【フォーム15】ナレーター・OAコンパニオン申込書
【フォーム16】輸入貨物届
【フォーム17】スポンサーシップ申込書

22

23

24

25

26

23



6

フォームNo. フォーム名 参照頁 提出方法 提出先 提出期限
2 出展表示名（共同出展社名）登録書 8 E-MAIL or FAX オールウェイズ・ジャパン 3月 3日（金）
4 装飾施工会社届 12・13 E-MAIL or FAX ムラヤマ 4月21日（金）
5-1 電気幹線工事申込書 17・18 E-MAIL or FAX 飯田電気工業 4月21日（金）

■基本パッケージの出展社もカーペットの色の選択が必要となりますので登録をお願いします。

フォームNo. フォーム名 参照頁 提出方法 提出先 提出期限
1 追加招待券申込書 7・8 E-MAIL or FAX オールウェイズ・ジャパン 3月 3日（金）
3 バッジ・車輌証追加申込書 9 E-MAIL or FAX オールウェイズ・ジャパン 3月 3日（金）
5-2 照明・コンセント追加工事申込書 17・18 E-MAIL or FAX 飯田電気工業 4月21日（金）
6 天井構造申請書 15 E-MAIL or FAX ムラヤマ 4月21日（金）
7 床面工事申請書 16 E-MAIL or FAX ムラヤマ 4月21日（金）
8 火気・危険物等持込許可申請書 16 FAX ムラヤマ 4月21日（金）
9 小間内清掃申込書 29 E-MAIL or FAX イン・サポート 4月21日（金）
10 プライベート商談室利用申込書 31 E-MAIL or FAX 日本イージェイケイ 4月21日（金）
11 有料ストックルーム申込書 30 E-MAIL or FAX 日本イージェイケイ 4月21日（金）
12 オプション備品申込書 22～25 FAX ムラヤマ 4月21日（金）
13 通訳申込書 30 E-MAIL 日本コンベンションサービス 4月21日（金）

14 宿泊申込書 28・29 E-MAIL or 
WEB or FAX JTB グローバルマーケティング

&トラベル 4月21日（金）

15 ナレーター・OAコンパニオン申込書 30 E-MAIL or FAX ケン&スタッフ 4月21日（金）
16 輸入貨物届 20 E-MAIL or FAX 日本通運 4月21日（金）
17 スポンサーシップ申込書 35 E-MAIL or FAX 日本イージェイケイ 4月21日（金）
18 小間内臨時架設電話申込書 19 E-MAIL or FAX 日本イージェイケイ 4月26日（水）
19 高速インターネット接続申込書 19 E-MAIL or FAX キッセイコムテック 4月26日（水）
20 パソコンレンタル申込依頼書 26・27 E-MAIL or FAX キッセイコムテック 4月26日（水）
21 バーコードシステム利用申込書 36 E-MAIL or FAX 日本イージェイケイ 4月26日（水）
22 集荷依頼書 21 E-MAIL or FAX ヤマトボックスチャーター 5月10日（水）

オーダーフォームは、
●ワイヤレスジャパン2017：
　http://www8.ric.co.jp/expo/wj/syutten2.html
●ワイヤレステクノロジーパーク2017：
　http://www.wt-park.com/pdf/WTP2017_manual.zip
●運輸・交通システムEXPO2017：
　http://www.truckexpo.jp/2017/for_exhibitor/sp/index.html
●ドローンソリューション＆技術展2017：
　http://www.dronesolution-expo.com/pdf/manual.zip
よりダウンロードできます。
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注意！

フォーム1【招待券申込】にて3月24日（火）までにお申込みください。

追加招待券申込 申込方法： E-MAIL or FAX 提出期限／3月3日（金）
該当者提出

招待券は各出展社に100セットずつお送りいたします。
追加の招待券が必要な場合は、期限までに必要セット数を
お申込みください。

フォーム1【追加招待券申込】にて3月3日（金）までにお申込みください。

※お届け先は、すべて出展申込書にご記入いただいた展示会担当者となります。
※提出期限を過ぎてからのお申込分に関しましては、
　事務局のスケジュールに沿っての発送とさせていただきます。
※招待券セットは、無料です。
※4月中旬頃にお届けいたします。

　ワイヤレスジャパン2017
　ワイヤレス・テクノロジー・パーク2017
　運輸・交通システムEXPO2017
　ドローンソリューション＆技術展2017

1セット：招待券 2枚、パンフレット1枚

※次頁のサービスプランをご確認ください。
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3月24日（火）

全出展者は会場案内図、ダイレクトメール等の印刷物、オフィシャルサイトにて表示される表示名を
フォーム2「出展表示名（共同出展社名）登録書」にて3月24日（火）までにお申し込みください。
出展会社名と同じ場合も必ずご登録ください。

E-MAIL or FAX 提出期限出展表示名（共同出展社名）登録書フォーム2

また、海外からの参観対応として英文表記もご登録ください。
※パッケージブースまたは下記のブース形態でご出展の場合も社名表示板の表示名となります。

出展表示名

提出期限／3月3日（金）

3月3日（金）までにお申し込みください。

※ご登録がない場合は出展申込書にご記入いただいた表記を使用させていただきます。

ワイヤレスジャパン：「トライアルパック」
WTP：「トライアルパック」・「5G Tokyo Bay Summit パビリオン」
 「ロケーションサービスパビリオン」・「ITSパビリオン」他
運輸・交通システムEXPO：「トライアルパック」
ドローンソリューション＆技術展：「トライアルパック」

株式会社うぼん　（担当：小林）
TEL：03-6433-0801　FAX：03-6433-0802
E-mail：expo2015@ejkjapan.co.jp

●申し込み・お問い合せ先
株式会社オールウェイズ・ジャパン
TEL：03-5981-9913　FAX：03-3947-5715
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp

3月24日（火）までに

14

株式会社うぼん　（担当：小林）
TEL：03-6433-0801　FAX：03-6433-0802
E-mail：expo2015@ejkjapan.co.jp

●申し込み・お問い合せ先

3月10日（金）まで

株式会社オールウェイズ・ジャパン
TEL：03-5981-9913　FAX：03-3947-5715
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp

1,000～2,000枚 2,001～5,000枚 5,001～10,000枚 10,001～30,000枚 30,001～50,000枚

招待券 21,600（税込） 21,600（税込） 27,000（税込） 32,400（税込） 43,200（税込）

封　筒 16,200（税込） 21,600（税込） 32,400（税込） 事務局までご相談ください

※締切を過ぎた後の追加注文に関しては別途お見積もりとなる場合がございますのでご了承ください。

■招待券・封筒に社名印刷を希望する場合
※有料：下表参照（封筒は本体の金額も発生いたしますのでご注意ください。）
※1,000枚単位にて承ります。
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4月24日（金）

4月24日（金）

フォーム5

規定枚数以上のバッジ・車両証を希望の場合は、フォーム5

4月中旬

提出期限E-MAIL or FAX

株式会社うぼん　（担当：小林）
TEL：03-6433-0801　FAX：03-6433-0802
E-mail：expo2015@ejkjapan.co.jp

の追加

【規定枚数】（無料）

者

追加申し込み

5月29日（金）
5月29日（金）

5月27日

設営日～5月29日（金）

設営日～26日

●申し込み・お問い合せ先

3 提出期限／3月3日（金）

3
3月3日（金）までにお申し込みください。

※提出期限を過ぎてからのお申込分に関しましては、
　当日会場にて現金との交換となりますのでご了承下さい。

26

26
24 26

23

株式会社オールウェイズ・ジャパン
TEL：03-5981-9913　FAX：03-3947-5715
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp
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5月22日（月）　8小間以上
 15:00～18:00（18:00以降は残業になります）

5月23日（火）　全出展社
 8:00～（18:00以降は残業になります）

※小間番号は4月中旬の発表を予定しております

〒135-0063　東京都江東区有明3－11－1
東京ビッグサイト西1･アトリウム

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジー・パーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017
（※上記の該当する展示会名を記載）

小間番号：○○○
出展社名：○○○○
受取担当者：○○○○○○
電話番号：○○○○○（担当者不在の場合の連絡先）
○月○日○時必着　※必ず自社ブースにて受取可能な日時をご指定ください。

搬　入

搬　出

搬入のご注意

準備期間中の搬入ならびに作業時間は以下の様になります。

5月26日（金）17:00から22:00までの間に撤去および搬出の作業を終了してください。

車輌乗入時間：5月26日（金）18:30（予定）
■搬出車輌は車輌証をご提示の上、会場係員の指示に従ってください。
■車輌待機所より順次、展示場へ誘導します。

会場内、駐車場内で発生した事故、盗難等に関して事務局は一切の責任を負いません。
各自のご責任にて管理・作業頂くようお願いいたします。

他社小間、通路、屋外などに残材・物品等を放置していった場合、
事務局が廃棄物と判断し処分させて頂くことがございます。
その際、処分費を請求いたしますのでご了承ください。

事務局では、宅配便等で搬入される荷物をお預りいたしません。受取日に必ず出展小間内に、ご担当の方が
受取られるようお願いします。※荷物の紛失に関して、事務局では一切の責任を負いかねますのでご了承
ください。
宅配便等の送付状は下記を参考にしてください。

送付状記載例
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●ヘルメットの着用について
搬入、搬出時は安全に留意し、会場内で作業する際はヘルメットの着用を徹底してください。

●アトリウムへの搬入・搬出について（※運輸・交通システムEXPOご出展者は注意をお願いいたします。）
・アトリウムへの車輌の進入は原則禁止となります。※展示用車輌を除く。（別途申請が必要）

　搬入・搬出時は誘導員の指示に従い、所定の場所からは台車や手運びでの搬入・搬出をお願いいたします。

・展示物単体重量を展示物への水平投影面積で割った数値が0.36ｔ／㎡を超える展示はできません。

・アンカーの打設は一切できません。

●西１・アトリウム展示会場内について
・展示物単体重量を展示物への水平投影面積で割った数値が5ｔ／㎡を超える展示はできません。※アトリウムは上記参照

・総重量（自重＋積載重量）が45tを超える車輌の入場はできません。

・吊り上げクレーンの乗り入れは45tラフタークレーン以下とします。　
※アトリウムは車輌入場不可

・ピット蓋及びその付近には絶対にアウトリガーベースを載せないでください。

・床面の保護のため、アウトリガーベースは直接床面に置くのではなく、養生をした床面に載せるようにしてください。

・重量物がある場合はご相談ください。

西１・アトリウム搬入導線

屋外展示場および駐車場は
東京都の新棟工事の為ございません。
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壁面パネル・カーペット等は付属しておりません。

（1小間の場合
1小間の仕様

2小間の仕様

990 495
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平面図　S=1/30
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正面図　S=1/30 側面図　S=1/30
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00

350

30
0

15
00

90
0

27
00

正面図　S=1/30 側面図　S=1/30

（サイズW3000×D1500mm）

○展示台は引戸タイプになっておりますので、お荷物の収納は可能です。但し、貴重品に関しては各出展社で管理を
　お願い致します。
○パンチカーペットの色はグレーです。　○壁面パネルはブラックです。

）

◎壁面パネル（黒） 1式
◎パンチカーペット 1式
◎アンドン社名（和文） 1式
　（300×1500）
◎展示台 1台
◎蛍光灯（アンドン用） 2灯
◎電源コンセント 1ヶ所
　（500Wまで）

○壁面パネル（黒） 1式
○パンチカーペット 1式
○アンドン社名（和文） 1式
　（300×2000）
○展示台 4台
○蛍光灯（アンドン用） 4灯
○電源コンセント 2ヶ所
　（各500Wまで）

（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
TEL（03）6221-0843　FAX(03)6221-1914
n_ueda@murayama.co.jp

4月24日（金）
必ず装飾規定が遵守されている図面をご提示ください。

4月24日（金）

4月24日（金）

フォーム3

フォーム3

FAX 提出期限

（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
TEL（03）6221-0843　FAX(03)6221-1914
n_ueda@murayama.co.jp

4 提出期限／4月21日（金）

4
21

21

2

下記のエリアの小間規格
ワイヤレスジャパン－「トライアルパック」
WTP－「トライアルパック」
運輸・交通システムEXPO－「トライアルパック」
ドローンソリューション＆技術展－「トライアルパック」
各パビリオン、及び企画ブースのブース仕様は出展案内書の内容をご参照下さい。

スペース小間の規格

（仕上げも必ず行ってください）

（担当：中村奈津希）

（担当：中村奈津希）

n_nakamura@murayama.co.jp

n_nakamura@murayama.co.jp
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3600

●

●

サイド・バックパネル　
パンチカーペット：1小間
社名サイン：1式(パラペット含む）
コンセント：800W(2口 合計容量)
電気供給：1000w（100v）
蛍光灯：2灯
受付カウンター：1台
折りたたみイス：2脚
ゴミ箱：1ヶ
小間内清掃：会期中 

■基本パッケージブース
《ブース内に含まれる物》

（出展時に申込された方のみのご用意となります。）

上記以外のパッケージも複数ご用意しております（別途料金が発生します）。詳細は下記までお問合わせください。

■パッケージブースの小間規格（出展時に申込された方のみのご用意となります。）

●お問合せ先
（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア　
TEL（03）6221-0843 FAX(03)6221-1914

（担当：中村奈津希）

ブースの大きさに関わらず、隣接小間との境界線から１ｍまでの範囲は２．７ｍまで、その他のスペースに
ついては最大３．６ｍまでとします。
会場の壁面及び通路に接する面についてはセットバックの必要はありません。
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本展示会

を施したもの

一体と
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4月24日（金）

（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
TEL（03）6221-0843 FAX(03)6221-1914
E-mail: n_ueda@murayama.co.jp

フォーム6

本会場は原則、天井構造を禁止しております。ただし、展示、実演のために天井構造の必要な場合は、防災上、事前に
消防署への届出・承認が必要です。フォーム6【天井構造申請】にて4月24日（金）までに申請してください。また、構
造、仕様等を明記した平面図・立面図・パースのデータ（PDF形式、パースはJPG）を4月24日（金）までに下記
アドレスまで提出してください。
（メールで送信できない場合はFAXで提出してください。）

FAX

、
補助散水栓の が

マジックテープ・

ムラヤマ

提出期限

並びに躯体からの吊り物

白、

金具

4

グ

（幅90センチ以上は審査が必要です。）

※ご注意
　基本パッケージブースの内容については、P22をご参照下さい。

パッケージブースをお申し込みの出展者

提出期限／4月21日（金）

21
21

提E-MAIL or FAX

■システムの仕様は、パネルは白、ポール・ビームともシル
バー仕上げです。

■システムパネルに説明パネルを取り付ける場合は、
チェーン・ワイヤー等にて取付が可能です。

注）壁面パネルに釘等を打ち込むことはできません。
パネル等を掲示される場合はチェーン、フック等の用
意がありますので、ご希望の方はムラヤマまでお問い
合わせください。

■システムパネル・ポール・ビームに釘打ちや、切断などの
加工はできませんので、装飾上必要な場合は、事前に
ご相談ください。

※パネルの破損の場合、
実費請求させていただきます。

（担当：中村奈津希）

n_nakamura@murayama.co.jp

禁止
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4月24日（金）

（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
TEL（03）6221-0843
FAX(03)6221-1914

フォーム8

フォーム8

FAX 提出期限

4月24日（金）

されてます。

設備

4月24日（金）

4月24日（金）

フォーム7

フォーム7

FAX

4月24日（金）

提出期限

ムラヤマ
上記の注意事項が守れなかった場合は相応の金額をご請求させていただく場合があります。

●西ホール床面は塗床防水加工を施しているため、サンダーでアンカーをカットする際は、床を傷つけることの
　ないよう、ご注意ください。

1,620円（税込）

ピットピット

提出期限／4月21日（金）

21

21

21

提出期限／4月21日（金）

提E-MAIL or FAX

（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
TEL（03）6221-0843　FAX(03)6221-1914
n_ueda@murayama.co.jp

（担当：中村奈津希）

（担当：中村奈津希）

n_nakamura@murayama.co.jp

※アトリウムには、アンカー打設はできません。
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4月24日（金）

4月24日（金）

4月24日（金）

フォーム4-1

フォーム4-1

フォーム4-2

フォーム4-2

4.分電盤工事
100Vの電気容量が1.5kwを超える場合、分電盤工事費が別途加算されます。
（分電盤工事は初回1.5kw以上から3.0kw未満まで¥5,400、以降1.5kw毎に¥2,160）

提出期限

提出期限

料

4月24日（金）

9,720円（税込）

2,160円（税込）

¥2,700
¥2,700
¥3,240
¥7,020
¥2,160

分電盤

30W
30W

5月25日（月）
5月26日
5月27日
5月28日
5月29日

飯田電機

電気供給なし
14：００～18：00

5-1

5-2

提出期限4月21日（金）

提出期限4月21日（金）

5-1
21

5-2

22
23
24
25
26

提E-MAIL or FAX

提E-MAIL or FAX

（PDF形式）を4月21日（金）までに次頁記載のアドレスまで提出してください。（メールで送信できない場
合は、フォームを出力し取付位置略図を記入してFAXで提出してください。）

電気供給・幹線工事

器具名 単価
LEDシームレス1200 20W ￥2,700
スポットライト 30W ￥2,700
アームスポット 30W ￥3,240
LEDスポット 15W ￥4,320
LEDアームスポット 15W ￥4,860
ハロゲンライト 300W ￥7,020
100Vコンセント ￥2,160
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⑳高床を設ける工作物において、床下に分電盤及び配線等の接続部を設けないでください。

　電源車及び発電機等の別系統の電源供給は原則行えません。

wireless2017@iidae.co.jp

●ご提出・お問合せ先
飯田電機工業（株）イベント事業本部（担当：上原・塚田）
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2015年5月27日(水)14:00～5月29日（金）会期終了まで

5月15日

※取付工事費･電話機･国内通話料を含み、国際電話料金･国内電話料金の超過分は会期終了後、別途ご請求させて頂きます。
　(振込手数料はお客様にてご負担をお願い致します)

16,200
64,800

5,400
16,200

108,000
118,800
140,400

291,600

32,400
54,000

スイッチングハブ
スイッチングハブ

スイッチングハブ

75,600

スイッチングハブ

フォーム10

フォーム11

フォーム11

フォーム12

18

19

小間内臨時架設電話申込

高速インターネット接続申込

申込方法： E-MAIL or FAX

申込方法： E-MAIL or FAX

提出期限／4月26日（水）

提出期限／4月26日（水）

自社の小間内にて電話回線、インターネットの使用を希望する場合は、フォーム18【小間内臨時架設電話申込書】
フォーム19【高速インターネット接続申込書】に記入のうえ、4月26日（水）までにキッセイコムテック（株）まで
お送りください。

2017年5月23日（火）14：00～5月26日（金）会期終了まで

※回線速度の保証は致しません。

レンタル事業部（担当:馬場）
TEL:03－5843－0333　FAX:03－5979－6335
e-mail: wireless2017@network.kcrent.jp

2.グローバル1IP アドレスをお申し込みの場合、IPアドレスはルータのWAN側に割り当てられます。
3.グローバル5IP以上をお申し込みの場合、申込個数分を端末に設定できます。IPアドレスは手動設定となります。

12
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4月24日（金）フォーム13

4月24日（金）フォーム13 提出期限16 提出期限／4月21日（金）

2116

輸入貨物届 提E-MAIL or FAX

●ご登録・お問合せ先 日本通運（株）　五反田航空支店（担当：塩田）
 TEL:03－3778－8274　FAX:03－3778－8264
 e-mailアドレス：kea-shiota@nittsu.co.jp
  event-gtc@air.nittsu.co.jp

輸入貨物・通関・集荷依頼
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フォーム14 集荷依頼に関して 申込方法： E-MAIL or FAX お申込期限／5月10日（水）22

JITBOXチャーター便利用に関するご案内
【JITBOXチャーター便】の特徴
ロールボックスパレット（BOX)による輸送サービスです。集荷先から開梱・積替えなしで
ご指定時間に出展ブースまでお届けいたします。
※事前予約制となっております。
※ヤマト運輸宅急便とは別サービスになります。

【JITBOXチャーター便のご利用について】
お申込み：オーダーフォーム「【フォーム22】集荷依頼書」に必要事項をご記入の上、

FAXまたはE-Mailにてお申し込みください。
集荷手配・請求につきましては御社エリア管轄支店にてご対応させていただきます。

集　　荷：ご指定の集荷場所にお伺いいたします。
集荷時間につきまして、集荷依頼書記載のご希望時間にて対応できない場合がございます。

搬　　入：会場内指定ブース（小間）まで配達いたします。
搬　　出：展示会終了後、会場内指定ブース（小間）までBOXをお届けいたします。

積込終了後順次集荷にお伺いいたしますので、スタッフにお声掛けください。
配　　達：ご指定場所へ配達させていただきます。

配達日は翌々日以降となります。遠方への配達につきましては配達可能日をご確認ください。

 東京都⇔各地 まで運賃（単位：円　税別本体価格　片道料金）※BOX１本につき
北海道

道 東　43,100
道 北　41,100
道 央　39,400
道 南　38,300

北東北
青 森　21,500
秋 田　17,700
岩 手　17,700

南東北
宮 城　15,700
山 形　17,700
福 島　14,200

北関東
茨 城　11,300
栃 木　11,300
群 馬　11,300
山 梨　11,300

南関東
埼 玉　9,800
千 葉　9,800
東 京　9,800
神奈川 9,800

北信越
新 潟　14,600
長 野　12,600
富 山　17,500
石 川　17,700
福 井　17,700

中部
静 岡　12,600
愛 知　14,600
三 重　17,500
岐 阜　15,600

関西
滋 賀　17,600
京 都　17,700
大 阪　18,000
兵 庫　21,400
奈 良　17,700
和歌山 21,400

中国
岡 山　21,700
広 島　25,500
山 口　29,100
鳥 取　25,300
島 根　25,700

四国
徳 島　29,500
香 川　29,400
愛 媛　29,700
高 知　29,700

九州
福 岡　30,100
佐 賀　33,700
長 崎　37,000
熊 本　33,700

九州
大 分　33,000
宮 崎　37,000
鹿児島 37,400
沖 縄　49,700

※一部離島では集配ができない地域がございます。

◎ご依頼期限：平成29年5月10日（水）

◎配送スケジュール
　　搬入日：平成29年5月23日（火）
　　搬出日：平成29年5月26日（金）

【総合受付窓口】
ヤマトボックスチャーター株式会社　イベントサイト支店

担　当　：　櫻井・氣賀澤（きがさわ）
〒144-0042　東京都大田区羽田旭町11番1号
TEL：0120-222-739　FAX：0120-888-792
E-mail：y5650281@kuronekoyamato.co.jp
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4月24日（金）

4月24日（金）フォーム19【オプション備品申込書】

フォーム19

ＳＨ400

Folding Chair
折タタミ椅子 ￥648
サイズ：Ｗ420×Ｄ460×Ｈ700×
張地：合成皮革　カラー：ブラック

Side Chair
カフェチェア ￥3,240
サイズ：Ｗ500×Ｄ530×Ｈ770×ＳＨ420
張地：合成皮革　カラー：ホワイト

Side Chair
カフェチェア ￥5,940
サイズ：Ｗ500×Ｄ520×Ｈ780×ＳＨ440
張地：積層合板　カラー：ブラック

Side Chair
カフェチェア ￥4,320
サイズ：Ｗ500×Ｄ520×Ｈ770×ＳＨ420
張地：積層合板　カラー：ホワイト

Counter High Chair
カウンターチェア ￥4,320
サイズ：Ｗ460×Ｄ460×Ｈ790～890×ＳＨ630～730
張地：布　カラー：ベージュ

Counter High Chair
スタンドチェア ￥3,780
サイズ：Ｗ400×Ｄ450×Ｈ170×ＳＨ750
張地：合成皮革　カラー：ホワイト

Pipe Bench
パイプベンチ       各￥7,020
サイズ：C Ｗ1500/1000×Ｈ600
           D Ｗ1500/1000×Ｈ950
張地：合成皮革　カラー：ブラック

C D
Side Chair
カフェチェア ￥5,940
サイズ：Ｗ410×Ｄ450×Ｈ790×ＳＨ450
座面：木製（シルバー）フレーム:スチール（シルバー）

Folding table
会議用テーブル ￥3,780
サイズ：Ｗ1800×Ｄ450×Ｈ700
天板：メラミン
脚部：クロームメッキ・折タタミ式

Round table
丸テーブル ￥4,320
サイズ：∅900×Ｈ650
天板：メラミン　脚部：クロームメッキ

High Counter
ハイカウンター ￥17,280
サイズ：W1800×D500×Ｈ1000
天板：集成材（ナチュラル）　
脚部：クロームメッキ

Reception Desk
受付カウンター ￥6,480
サイズ：W900×D450×H730
天板：メラミン（ホワイト）　
仕様:中棚付

Meeting table & chair Set
商談セット ￥１7,280
セット内容：椅子4脚　テーブル1台

Meeting table & chair Set
商談セット ￥19,440
セット内容：椅子4脚　テーブル1台

Meeting table & chair Set
商談セット ￥26,460　
セット内容：椅子4脚　テーブル1台

Meeting table & chair Set
応接セット ￥10,800
セット内容：椅子4脚　テーブル1台

●お問合せ先
（株）ムラヤマ　（担当： 植田・牛島・中村）
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア　
TEL（03）6221-0843 FAX(03)6221-1914

FAX 提出期限12 提出期限／4月21日（金）

12 21

備品、植栽、AV機器等のオプション備品申込

（担当：中村奈津希）

レンタル備品等、各種手配サービス
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900 900

H900 H900

Single Hanger Rack
シングルハンガー ￥3,240
サイズ：Ｗ900×Ｄ450×Ｈ1050～1800

Simple Steel Shelf
スチール棚 ￥7,020
サイズ：Ｗ900×Ｄ300×Ｈ1800
カラー：グレー（スチール）

Dust box
ダストボックス ￥702
サイズ：∅240×Ｈ280
カラー：ブラック（ポリプロピレン）

Desk Catalogue Rack
卓上カタログスタンド ￥1,620
サイズ：W230×D150×Ｈ370
カタログ：A4縦  3段1列

Bisiness card box
貴名受 ￥1,620

Catalogue stand
カタログスタンド ￥5,940
サイズ：W250×D550×Ｈ1700
カタログ：A4縦  12段1列

Refrigerator（small）
冷蔵庫 ￥14,040
サイズ：Ｗ410～450×Ｄ430～520×Ｈ780～850/

70ℓ～75ℓ

Refrigerator（middle）
冷蔵庫 ￥16,200
サイズ：Ｗ420～480×Ｄ500～570×Ｈ830～1300/

100ℓ～110ℓ

¥14,040 ¥14,040 ¥16,200 ¥19,440

¥18,350 ¥18,350 ¥16,200 ¥16,20018,360 18,360
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¥1,620 ¥1,620 ¥1,620 ¥1,620

¥2,700 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,700

¥3,780 ¥3,780

¥11,880 ¥23,760

¥3,780 ¥3,780
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¥167,400 ¥162,000 ¥199,800 ¥270,000

¥183,600 ¥35,640 ¥91,800 ¥145,800

¥34,560 ¥48,600
¥22,680 ¥27,000

（スピーカーなし）

（スピーカーなし） （スピーカーなし）

（スピーカーなし） （スピーカーなし） （スピーカーなし）

①お申し込みの際、source(PC、DVD、Blue-rayなど)や、スピーカーの要・不要などをお知らせください。
②他機器へのつなぎ込みなどのご要望がある場合には、お問い合せください。
③お持ち込みのディスプレイ機材を壁掛けにされたい場合は、事前にメーカー名、型番をお知らせください。
　取付機材の用意・設置、取り外しの作業として、1台あたり￥37,800～となります。

ソース

Blu-ray Disk Player
Blu-ray Diskプレイヤー
￥27,000
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5月8日（金）

5月8日（金）

フォーム18

フォーム18

提出期限20

キッセイコムテック（株）が、パソコンおよびデジタル機器のレンタルを行います。
レンタルを希望する出展者はフォーム20【パソコンレンタル申込依頼書】を4月26日（水）までに
提出してください。

提出期限／4月26日（水）提E-MAIL or FAX
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レンタル事業部（担当:馬場）
TEL:03－5843－0333　FAX:03－5979－6335
e-mail: wireless2017@network.kcrent.jp
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5月1日（金）フォーム17

gmt.jtb.jp

15

15
10:00

14 提出期限／4月21日（金）

1．ご宿泊代金に含まれるもの
一室一泊料金。税金、サービス料込。

2．お申込み方法
1）オンラインまたはご宿泊申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、4月21日（金）までにお申込みくだ

さい。
宿泊案内URL： https://mice3.jtbgmt.com/wirelessjapan2017/?lang=ja

2）お支払いはクレジットカードまたはお振込による全額前払いにて承っております。

≪クレジットカードの場合≫
オンラインでお申込みの方は、お申込みサイト内で直接ご決済いただけます。
FAXでお申込みされた方は「宿泊申込書」に必要事項をご記入いただきJTBにて予約登録完了後、ご案内
するログインIDと申込書にご記入いただきましたパスワードをご利用のうえサイトにアクセスいただき決済手
続きを行ってください。

≪お振込みの場合≫
オンラインでお申込みの方はお振込予定日をサイト内でご選択いただきお振込みください。
FAXでお申込みされた方はJTBにて予約登録完了後、専用サイトのアドレスとログイン用IDをE-mailにてお送
りいたしますのでサイトにアクセスいただき、お振込予定日をサイト内でご選択いただきお振込下さい。
※お申込人とお振込人が異なる場合は、展示会名と受付番号を明記のうえ振込書のコピーをFAXしてください。
※期日までにお振り込みいただけない場合、ご予約は自動取消とさせて頂きます。
※お振込手数料はお客様ご負担とさせて頂きますのでご了承下さい。

3．確認書
オンラインにてご予約およびお支払い終了後、個人ページの各お申込みインデックスタブに確認ボタンが表
示されます。確認のため、チェックインの際にこちらを印刷のうえお持ち下さい。（個人ページを確認いただ
くためには、IDとパスワードが必要です。）

4．変更・取消
1）お申込み内容（宿泊者氏名、部屋タイプなど）に変更、取消が生じた場合オンラインよりお手続きして

いただき、変更・取消にお間違いがないか必ず個人ページよりご確認ください。申込締切後（4/22
以降）はE-mailまたはFAX等書面にてお知らせ下さい。（お電話での変更は承っておりません。）

2）全取消および一部取消の場合は下記の取消料を申し受けます。

※ホテルサンルート有明を除く ※ホテルサンルート有明
宿泊日より 取　消　料 宿泊日より 取　消　料

10日前までに連絡 無料 21日前までに連絡 無料
9日前～2日前までに連絡 1室につき、1泊料金の20％ 20日前～7日前までに連絡 1室につき、1泊料金の10％
前日までに連絡 1室につき、1泊料金の80％ 6日前～2日前までに連絡 1室につき、1泊料金の20％
当日までに連絡／無連絡 1室につき、1泊料金の100％ 前日までに連絡 1室につき、1泊料金の40％

当日までに連絡 1室につき、1泊料金の80％
無連絡 1室につき、1泊料金の100％

2017
2-3-14　東京フロントテラス7階

wirelessjapan2017@gmt.jtb.jp

    申込方法：
 E-MAIL or WEB or FAX
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2015年5月25日（月）～5月30日（土）

本展示会開催

地区
（会場までの所要時間） 宿泊施設名 1人1室利用（シングル）

税･サービス料込の料金
2人1室利用（ツイン）
税･サービス料込の料金 駐車場

有明

（徒歩5分）

東京ベイ有明ワシントンホテル
東京都江東区有明3-7-11 
TEL: 03-5564-0111
FAX: 03-5564-0525

朝食なし ￥ 8,964 （5/22）
朝食なし ￥10,260 （5/23）
朝食なし ￥ 11,548
  （5/24～5/27）
朝食あり ￥10,260 （5/22）
朝食あり ￥ 11,340 （5/23）
朝食あり ￥ 12,628
  （5/24～5/27）

（14.3ｍ2）

―
253台収容
予約不可 車両制限あり
1泊1台：￥1,500

有明

（徒歩5分）

ホテルサンルート有明
東京都江東区有明3-6-6 
TEL: 03-5530-3610
FAX: 03-5530-3611

朝食なし ￥ 8,000 （5/22）
朝食なし ￥ 9,500
  （5/23～5/26）
朝食なし ￥ 11,100 （5/27）
朝食あり ￥ 9,620 （5/22）
朝食あり ￥ 11,120
  （5/23～5/26）
朝食あり ￥ 12,720 （5/27）

（17.3ｍ2）

朝食なし ￥ 14,000 （5/22）
朝食なし ￥ 16,000
  （5/23～5/26）
朝食なし ￥ 20,000 （5/27）
朝食あり ￥ 17,240 （5/22）
朝食あり ￥ 19,240
  （5/23～5/26）
朝食あり ￥ 23,240 （5/27）

（23.3ｍ2）
※喫煙となります。

100台収容
予約不可 車両制限あり
1泊1台：￥1,600

台場
（ゆりかもめ10分）
国際展示場正門駅下車

徒歩3分

グランドニッコー東京台場
東京都港区台場2-6-1 
TEL: 03-5500-6711
FAX: 03-5500-4507

＊朝食なし ￥20,180
＊朝食あり ￥22,340

（30～33ｍ2）

朝食なし ￥22,880
朝食あり ￥27,200

（33ｍ2）

330台収容
予約不可 車両制限あり
1泊1台：￥1,000

晴海

（シャトルバス約10～15分）

晴海グランドホテル
東京都中央区晴海3-8-1 
TEL: 03-3533-7111
FAX: 03-3533-5315

＊朝食あり ￥10,800
（24ｍ2）

朝食あり ￥17,280
（24ｍ2）

30台収容
予約不可 車両制限あり
1泊1台：無料

※上記料金は全て一室一泊の料金となっております。
※満室になる恐れがありますので、お申込はお早めにお願いいたします。
※ ＊ はツインまたはダブルルームのおひとり様利用となります。

2017

ご宿泊いただけるホテルをご用意いたしました。

22 27

4月24日（金）

4月24日（金）

フォーム10

フォーム10

FAX 提出期限

2,600

9

会期中、小間以外の清掃は主催者側で毎日行います。また、小間内の清掃（有料：2,600円/小間）
を希望される出展社は、フォーム10【小間内清掃申込】にて4月24日（金）までにお申込みください。
会期中、小間以外の清掃は主催者側で毎日行います。また、小間内の清掃（有料：2,600円/小間）
を希望される出展社は、フォーム9【小間内清掃申込】にて4月21日（金）までにお申込みください。

提出期限／4月21日（金）提E-MAIL or FAX
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4月24日（金）フォーム9 FAX 提出期限ナレーター・OAコンパニオン申込

会期中、ナレーター・OAコンパニオンを希望される出展社はフォーム9【ナレーター・OAコンパニオン・
受付係申込】にて4月24日（金）までにお申し込みください。

3営業日

ケン＆スタッフ（担当：田中）
TEL:03-3367-0020　FAX:03-3367-0023
emailアドレス:y-tanaka@ken-staff.co.jp

15

会期中、ナレーター・OAコンパニオンを希望される出展社はフォーム15【ナレーター・OAコンパニオ
ン申込書】にて4月21日（金）までにお申し込みください。
※お申し込みいただいた後、3営業日以内に打ち合わせのためのご連絡を差し上げます。
　万一、連絡がない場合、手配確認漏れの可能性もございますので、ご連絡ください。

菊地
0027

y-kikuchi@ken-staff .co.jp

提出期限／4月21日（金）

4月24日（金）フォーム20 提出期限通訳申込

海外からの来場者に対応できるよう事務局では各小間内に通訳者を用意されることをお勧めいたします。
通訳者派遣を希望される出展社はフォーム20【通訳申込】にて4月24日（金）までにお申し込みください。

日本コンベンションサービス（株）（担当：渡辺）
TEL:03-3508-1215　FAX:03-3508-0820
emailアドレス:twatanabe@convention.co.jp

E-MAIL OR FAX13

（担当：金子・劉）
13 21

ejk-interpreter@convention.co.jp

提出期限／4月21日（金）

4月24日（金）

5月26日（火）13:00～5月29日（金）20：00

FAXフォーム16 提出期限

フォーム16 4月24日（金）

（鍵1個のみ）

5月26日
5月29日

108
13

E-MAIL OR FAX11

2111

23

23

26

26

提出期限／4月21日（金）

株式会社うぼん　（担当：小林）
TEL：03-6433-0801　FAX：03-6433-0802
E-mail：expo2015@ejkjapan.co.jp

●申し込み・お問い合せ先
日本イージェイケイ株式会社　（担当：俵／鎌田）
TEL：03-6459-0444　FAX：03-6459-0445
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp

提E-MAIL or FAXナレーター・OAコンパニオン申込

申込方法： E-MAIL
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4月24日（金）

4月24日（金）

5月27日 5月29日（金）

フォーム15

フォーム15

FAX 提出期限

2台、
8脚、 （電気幹線工事、電気使用料）、

216,000

10 E-MAIL OR FAX 提出期限／4月21日（金）

21

24
270,000

26

10

株式会社うぼん　（担当：小林）
TEL：03-6433-0801　FAX：03-6433-0802
E-mail：expo2015@ejkjapan.co.jp

●申し込み・お問い合せ先
日本イージェイケイ株式会社　（担当：俵／鎌田）
TEL：03-6459-0444　FAX：03-6459-0445
E-mail：tech@ejkjapan.co.jp
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5月27日
5月28日
5月29日

2013

24
25
26

2016
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5月29日

9

26
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5月27日 5月29日

来場者による撮影は禁止となっております。

会期中24 26
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2015年3月31日（火）より（予定）

2015年3月30日（月）～2015年6月29日（月）

108,000

（※画像はワイヤレスジャパンのサンプル画像です。）

●ワイヤレスジャパン

●ワイヤレス・テクノロジー・パーク、運輸システムEXPO お申込み・お問合せ先　日本イージェイケイ（株） （担当：菅野）
TEL(03)6459-0444
E-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

2017

31 金 金302017

各展１０枠限定（先着申込み順）

2017 6

金

●ワイヤレス・テクノロジー・パーク、運輸・交通システムEXPO
　ドローンソリューション＆技術展

E-mail: tech@ejkjapan.co.jp

日本イージェイケイ（株）（担当：俵／鎌田）

出展サポートプラン　出展による成果を更に高めるためのご提案

フォーム1417 提出期限／4月21日（金）オフィシャルWebサイト バナースポンサー
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¥86,400（税込） ¥162,000（税込）

¥540,000（税込）

expo2015

（担当:菅野）

提出期限／4月21日（金）

■来場者バッジ　2社限定
来場者が首から下げるバッジに貴
社のロゴを印字いたします。

￥1,080,000（税込）

■会場受付での同封広告　2社限定
会場受付にて来場社全員に貴社
のロゴの入った手提げバックをお
渡しさせていただき、併せて貴
社の製品カタログを同封いたしま
す。

￥1,080,000（税込）

■会場内吊り下げバナー　1社限定
会場内の天井から貴社のロゴ
マークや簡単な展示情報などを
プリントしたバナーを吊り下げる
ことができます。
来場した全ての来場者に確実な
PRを行うことができ、ブースへ
の集客に効果的です。

￥1,512,000（税込）

（担当：俵／鎌田）

E-mail：tech@aijkjapan.co.jp

※掲載サイズは
　お問い合わせ下さい。

※掲載サイズは
　お問い合わせ下さい。

※掲載サイズは
　お問い合わせ下さい。

※掲載サイズは
　お問い合わせ下さい。

※同封の仕様は
　お問い合わせ下さい。

限定2社

限定1社限定2社

出展サポートプラン　出展による成果を更に高めるためのご提案

フォーム1421 提出期限／4月26日（金）バーコードシステム

■バーコードシステムによる会期中営業の効率化

ブースに来た来場者の名刺情報をバーコードで来場者バッジを読み込むだけで効率的
に収集することが可能です。

導⼊メリット①：業種、導⼊を検討する製品カテゴリー、決裁権の有無などの基本情報以外のデータ収集も可能です。
導⼊メリット②：バーコードで読み取った来場者データはEXCEL形式でお渡ししますので、会期後の作業を軽減できます。
導⼊メリット③：「名刺を切らした」、「名刺を忘れた」来場者の個⼈情報も確実に収集することが可能です。

※個⼈情報の提供に同意いただけなかった来場者を除く。
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出展サポートプラン　出展による成果を更に高めるためのご提案

提出期限／4月21日（金）バーチャル展示会
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出展サポートプラン　出展による成果を更に高めるためのご提案
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