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CeBIT2017 ジャパン・パビリオン出品者ハイライト 

2017.02.15現在 

ジェトロ展示事業部 

 

※ゾーンごと五十音順 

※本情報は 2017 年 2 月 15 日時点の情報です。記載内容は変更する場合がございます。 

 

Life/Office/Society 

 

No.1 ＩＣＴ農業 

産学官で進めている日本のＩＣＴ農業技術を紹介する。 

ＩＣＴを活用する事により日本生産品と同等品質の安全・安心で美味しい食材を提供可能とし、世界どこでも健康長寿の和食を

提供できるようにしたい。 

協賛：三菱樹脂株式会社、パナソニック株式会社、株式会社スプレッド、名古屋大学、内閣府、農林水産省、経済産業省 

 

No.2 アイシン精機株式会社 

アイシンは「環境・燃費」「安全・安心」「快適・利便」を追求した独創的な技術開発を幅広く行っている自動車部品総合サプライヤー

です。CeBIT2017 では、ドライバーセンシング、ナビゲーションシステム、車両運動制御を活用した自動運転技術を紹介します。ま

た、単なる移動ツールを超えた、未来のライフスタイルを予感させるパーソナルモビリティを展示します。 

 

No.3 旭化成株式会社 

旭化成は、「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の 3 領域で多角的に事業を展開する総合化学メーカーです。1922 年の創業以来、

時代のニーズに応え事業ポートフォリオを積極的に転換し、社会課題や環境問題の解決に貢献してきました。CeBIT2017 では、プ

ライバシー保護画像配信技術「SKETOLN」、製造現場向け「モーター故障診断技術」、電流センサによる家電等の「電力の見える

化」、磁気センサによるドア制御・状況確認「スマートロック」、自動車の眠気診断に応用できる「CO2 センサ」を展示します。 

 

No.4 株式会社アスタリスク 

AsReader は、iPhone などのスマートフォンを用いた IoT の最先端技術です。RFID とバーコードなど、スマートフォンが本格的な業

務端末になります。 

 

No.5 株式会社アフロ 

弊社開発中のスマートタクシーメーターは、収納料金表のセキュアな電子封印技術により、タクシーのネットワーク経由での料金改定

対応やリアルタイムの運行・営業状況管理を実現します。 

 

No.6 株式会社 ABEJA 

ABEJA Platform Open：様々な IoT デバイスや他サービスと連携でき、ディープラーニングの活用により大量データの取得・蓄積・

学習・解析・出力・フィードバックを可能にする先進的 PaaS 基盤 

 

No.7 インフィニテグラ株式会社 

IoT・ウェアラブルに特化したカメラを紹介します。 
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No.8 WALK-MATE LAB 株式会社 

弊社は装着型の歩行支援ロボット「WALK-MATE ROBOT」の製品化を進めています。このロボットは装着者の歩行リズムと相互

同調するように動作します。このリズム同調を利用して、装着者の歩行を安定化させます。WALK-MATE という名前には、あたかも

人間同士であるかのように、ロボットが人間と「間」を合わせて歩く、という意味が込められています。このシステムは東京工業大学三宅

研究室での研究成果を基に開発されました。 

 

No.9 沖電気工業株式会社 

OKI は、先進のセンシング技術、日本の通信業界を支えてきた信頼性の高いネットワーク技術、多様化するニーズに対応可能なア

プリケーション、これらを IoT プラットフォームとしてお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援します。OKI ブースでは、IoT の取り

組みとともに、光、音、映像のセンシング技術をはじめ、ATM 上での AI リコメンデーションや AI プリンティングソリューション、AR/VR に

よる作業支援などをご紹介します。 

 

No.10 株式会社金子製作所 

「多視点裸眼３D内視鏡システム」は、150度の広さでモニターの前に立つすべての医療スタッフの皆様が、３D専用のメガネをかけることなく、裸眼で、リ

アルタイム３Dを共有できるようになりました。弊社が開発した３Dリコンストラクターによって、世界初のリアルタイムでの投影が可能になりました。３Dリコン

ストラクターは、左右の画像からリアルタイムで３D の奥行データを生み出すもので、この技術によって、優れた現実感が作り出されます。手術に立ち会うス

タッフ全員による見守り効果によって、手術ミスを防ぐなどの利点が見込めます。 

 

No.11 株式会社キッズプレート 

Dolly360 はリモコン操作で 360 度の動画が撮影出来る四輪駆動の小型撮影機になります。VR の動画に必要な没入感を再現

するには人の目線の高さでブレることなく安定して撮影する必要があります。また、ドローンでは撮影できない室内や人口密集地でも

撮影も可能です。今まではカメラマンの写り込みや目線の高さでの撮影などが課題でしたが Dolly360 はその課題を解決します。 

 

No.12 キヤノン株式会社 

キヤノンは、高解像・高感度ネットワークカメラ製品で安心・安全な街作りに貢献します。さらに、映像解析技術を活用し、セキュリティ

システムの高度化に留まらず、流通や観光など多様な分野への高性能な映像ソリューションを提供していきます。 

 

No.13 株式会社クボタ 

クボタの新たな農業ソリューションシステム、「クボタ･スマート･アグリ･システム(KSAS)」は農業機械と ICT を利用して作業・作物情報

を「見える化」する事で、より効率の良い農業を実現する営農・サービス支援システムです。また、農薬や肥料の使用状況が正確に記

録され、トレーサビリティが明確化できるため、「食の安心・安全」確保の観点からも期待を集めています。さらに、クボタは農機の自動・

無人化に向けた開発やドローンを使った農薬散布機能の開発を進めており、農作業の更なる効率化に向けて研究開発を行っており

ます。 

 

No.14 クラスメソッド株式会社 

Amazon Web Services をはじめとしたパブリッククラウド製品を活用し、あらゆるビジネスの成功をより確かなものにするためのインフ

ラストラクチャをご提供します。 

 

No.15 株式会社クラフター 

私たちのスマート CG アニメーション技術は、日本独特のテイストを保ちながら、クオリティが高く、コストも抑えた CG アニメーション制作

を可能にします。この技術を活用することで、企業が抱えるマーケティング課題に対して CM、動画、VR 等の手法をもって応えることが

可能です。 
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No.16 KDDI 株式会社 

KDDI は、車や農業・漁業など日々の生活の身近なところから、産業・インフラまで幅広く活用が期待されるサービス・技術を紹介しま

す。 

VR やスマートドローンに加え、IoT のセキュリティ技術、スマートグラス対応の遠隔作業支援システム、消費電力・CO2 の削減を実

現する電力制御技術、KDDI のデータセンター「TELEHOUSE」などを展示します。 

 

No.17 株式会社シーエスコミュニケーション 

屋内位置情報・コンテンツ配信システム 

Beacon とスマートフォンアプリを組み合わせることで精度の高い屋内位置情報と様々なコンテンツを配信するサービスを提供します。 

 

No.18 CEATEC JAPAN 

業種・業界を超えた連携を生み出し、イノベーションで新しい市場を創生する次世代型展示会 

社会課題を優れた技術・サービスと新たなオープンイノベーションで解決するための、未来のテクノロジーと将来のトレンドが見える展示

会 - それが新しい CEATEC JAPAN です。 

会期：10 月 3 日（火）～6 日（金） 

 

No.19 株式会社 JOLED 

JOLED は、パナソニックとソニーの有機 EL 研究開発部門を統合し、2015 年に発足しました。 先進のデバイスにより「ワクワク」と

「感動」にあふれる世界を実現するという目標に向け、高精細印刷技術を用いた中型有機 EL ディスプレイ分野におけるリーディングカ

ンパニーを目指しています。19.3 inch 4K / 21.6 inch 4K 有機 EL ディスプレイや 12.2 inch FHD フレキシブル有機 EL ディ

スプレイなどを展示します。我々は、医療・グラフィック・ゲームの領域において新たなユーザー体験を御提案します。 

 

No.20 国立情報学研究所 

国立情報学研究所が研究開発を進める NII Biometric Security (NII-BioSec) は、現実世界とサイバー空間の境界を越え

て生体情報の制御を可能にした最先端の技術です。本展示では、意図せぬ写り込みによる顔認識を防ぐ PrivacyVisor や、撮影

画像からの指紋情報の抽出を防止する BiometricJammer を紹介します。 

 

No.21 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 

①超小型衛星搭載用小型光通信機器 SOTA の実物大模型の展示、②工場の IoT 化を支える無線環境シミュレーションのデモ、 

③多言語音声翻訳アプリ VoiceTra のデモ、④簡単に脳波を測定できるウェアラブル脳波計の展示、⑤ヒトの筋肉及び骨格の動き 

を解析できる新しい仮想人体筋骨格モデルの展示、⑥インシデント分析センターNICTER、対サイバー攻撃アラートシステム

DAEDALUS 及びサイバー攻撃統合分析プラットフォーム NIRVANA 改のリアルタイム動態展示、をそれぞれ行う。 

 

No.22 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

NEDO は、日本最大級の公的研究開発マネジメント機関として、センサーやスマートデバイス、RFID といった IoT 技術や、介護ロボ

ットやＡＩ技術などの最新技術を展示するとともに、ドイツで実証を行っているスマートコミュニティ・プロジェクトを紹介します。 

NEDO が取り組む次世代に向けた最先端技術で、国を超えた課題解決を通じて、グローバルな新規ビジネス創出を目指します。 

 

No.23 株式会社スプレッド 

今回私たちが紹介する『Techno Farm™』とは日産 30,000 株（3ｔ）のレタス生産が可能な、最先端野菜生産システムです。

閉鎖型の水耕栽培のため、天候の影響を受けず、周年安定した生産を可能とし、異物混入の心配もありません。 

CeBIT では『Techno Farm™』の技術と情報システムを展示します。このシステムの概要を紹介し、システム開発に関する海外パー

トナー企業の募集を行います。 
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No.24 セイコーエプソン株式会社 

エプソンは『「省・小・精の価値」で、人やモノと情報がつながる新しい時代を創造する』を長期ビジョンとして掲げています。CeBIT では、このビジョンに基づい

た最新のビジネスインクジェットプリンター、プロジェクター、スマートアイウエアを展示し、技術で形づくる未来のオフィスをご提案します。最先端のインクジェット

技術、プロジェクターを用いた壮大な映像デモンストレーション、革新的な AR 技術により、来場者は、エプソンが技術に基づき独自のソリューションをご提

供する企業であること、さらには日本企業の技術力の高さを実感いただけます。 

 

No.25 セーレン株式会社 

セーレンは、繊維加工技術と IT 技術を融合し、デジタルデータで繊維製品の企画、製造、販売を一貫でつなぐデジタルプロダクション

システム「Viscotecs」を独自開発しました。Viscotecs で実現した「パーソナルオーダーシステム」では、バーチャル試着でお客様が商

品を選択すると、インターネットを経由して生産がスタート。 

CeBIT 2017 では、日本で実際に店舗展開しているパーソナルオーダー「Viscotecs make your brand」を紹介します。 

 

No.26 株式会社 CENOTE 

私たちは HMD を使わずに同様の体験を実現する VR のハードウェアの開発を行っています。 

 

No.27 株式会社 Cerevo 

Cerevo は、“コネクテッド・ハードウェアで生活をもっと便利に・豊かにする”をコーポレートスローガンに掲げ、ネット接続型家電の企画・開発を手掛ける新し

いスタイルの家電メーカーです。これまでにデジタルカメラだけでライブ配信可能な「LiveShell シリーズ」、ライブ配信機能搭載スイッチャー「LiveWedge」、プ

ロジェクター搭載の可変型ホームロボット「Tipron」、Web サービスと連携するカスタマイズ可能な物理鍵スイッチ「Hackey」等、25 種以上の製品を開発・

製造しており、3年連続でCES Innovation Awardsを受賞しています。 

 

No.28 ソースネクスト株式会社 

弊社は、セキュリティや販売本数 No.1 の年賀状ソフトの他、500 タイトル以上の PC ソフト、300 タイトル以上のアプリを開発するメ

ーカーです。今年、海外へ本格展開を開始しました。「iGotcha」は自動で留守電メッセージをテキスト化し、通知してくれるスマートフ

ォンアプリです。英語やスペイン語、マンダリンなど 11 言語のテキスト化に対応。また、留守電の受信通知を SMS や

FacebookMessenger など、お気に入りのツールで受け取れます。 

 

No.29 株式会社ソラコム 

ソラコムが提供する「SORACOM」は、モバイル通信とクラウドを融合した、IoT/M2M 向けの通信プラットフォームです。お客様はセキ

ュアに、スピーディに、少ない初期投資と従量課金モデルで IoT/M2M システムを構築し、ビジネス活用を開始することができます。 

 

No.30 ダイナミックマップ基盤企画株式会社 

私たちは、自動車の自動走行と ADAS システムに貢献するデジタル地図「ダイナミックマップ」の実現に向け、ダイナミックマップ協調領

域のデータ仕様の検討や、永続的な維持整備を行うための事業性に関する企画を進めています。 

  

No.31 大日本印刷株式会社 

DNP 大日本印刷は、デジタルアーカイブ事業において、オリジナルのデジタル化技術・利活用方法を開発しています。 

今回の展示では、主に以下の 3 件を通じて我々の活動をご紹介させていただきます。 

●ルーヴル美術館とのコラボレーション「ルーヴル-DNP ミュージアムラボ」  ●フランス国立図書館（BnF）とのコラボレーション「地球

儀・天球儀 3D デジタル化プロジェクト」  ●京都の文化遺産を保存・継承するためのプロジェクト「京都・文化遺産アーカイブ」 

 

No.32 データスタジアム株式会社 

画像認識による計測技術によるスポーツ分析。特殊なセンサ等を用いず、画像認識のみで対象物の三次元位置をリアルタイムで計

測ができ、すでに卓球やバレーボール、陸上の生放送等で活用されている技術です。 
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No.33 株式会社デザインМプラス 

演奏者向けに電子楽譜の配信サービスを開発しています。従来の楽譜では体験できない、あらたな演奏体験を提案します。IoT 技

術を活用した楽譜表示端末を参考出品します。 

 

No.34 株式会社デンソー 

よりよい未来を次世代へ、をスローガンに、自動車部品をはじめとする様々な製品の開発、生産に取り組んでいます。今回は未来の

工場、家庭などで活用が期待されるロボット技術などをご紹介いたします。 

 

No.35 株式会社東芝 

東芝は、東芝ＩｏＴアーキテクチャー「ＳＰＩＮＥＸ」を活用したエネルギーソリューション等により、ＣＯ２削減や環境負荷低減に

取り組んでいます。東芝ブースでは、ＩｏＴテクノロジーを活用した各種エネルギーソリューションを紹介します。また、ディープラーニング

等のＡＩを活用した大規模ＩｏＴデータ処理技術および画像解析技術も紹介します。 

 

No.36 徳島県 

徳島県には、日本屈指の高速大容量ブロードバンド環境があり、大都市に本社を持つ多くの ICT 企業等がサテライトオフィスを設置

しています。本社と情報通信ネットワークで結ばれたサテライトオフィスでは、インターネットやメールを活用し、本社と同様の仕事が行わ

れ、さらに、災害などが発生した時のバックアップ機能も果たします。サテライトオフィスを設置した企業は、生産性の維持向上を図りつ

つ、そこで働く社員の皆さんも、大自然と情緒ある田舎暮らしを満喫した理想的なライフスタイルを実現しています。 

 

No.37 凸版印刷株式会社 

1900 年の創業以来、凸版印刷は印刷、パッケージ、エレクトロニクス関連の分野で幅広い事業活動を展開しております。今回私ど

ものブースでは、バッテリーレス電子ペーパー表示機、工場などの作業指示用途に使える電子ペーパー表示機、NFC タグ、高セキュリ

ティな RFID など、各種電子ペーパー表示機と RFID のソリューションを展示します。凸版印刷は IoT 化をご検討されるお客様に最

適の製品・ソリューションを提供します。 

 

No.38 トヨタ自動車株式会社 

①次世代都市交通システム「Ha:mo」。超小型 EV がクルマと公共交通機関を最適につなぎ、シームレスで快適な移動と、地域の交通課題解決をサ

ポートします。 

②路車間・車車間通信を活用した運転支援システム「ITS Connect」。クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない見通し外のクルマや人の存在、信号

の情報を、道路とクルマ、或いはクルマ同士が直接通信することで取得し、運転者に知らせ安全運転を支援します。 

 

No.39 トレンドマイクロ株式会社 

トレンドマイクロは創業から 25 年以上にわたり、サイバーセキュリティの専門家として、革新的なセキュリティソリューションを提供してま

いりました。近年、自動車や家電のスマート化が進む中で、新たな対象へのサイバー攻撃に対する備えが必要です。このような新しい

IoT 時代に向けて、トレンドマイクロでは IoT 向けのセキュリティソリューションを提供していきます。本展示会ではその一部、自動車向

けセキュリティソリューション、ホームネットワーク向けセキュリティソリューションなどをデモや実機を用いてご紹介します。 

 

No.40 ニチコン株式会社 

ニチコンは EV から家庭に電気を供給できる V2H システムを世界で初めて市場導入しました。V2H システムの機能や、スマート社会

の実現に果たす役割とそれによる私たちの暮らしの変化について紹介します。 
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No.41 日産自動車株式会社 

「ニッサン・インテリジェント・モビリティ」は、クルマがエネルギーをどのように使い、どのように走り、そして社会とどのように繋がっていくのかの

3 つの領域から構成されます。繋がりの領域で日産は「シームレス・オートノマス・モビリティ」と呼ばれる革新的なシステムを開発しまし

た。人間と機械を融合させ、人間の知能を戦略的に活用することで、自動運転車が不測の事態に直面した場合でもクルマを安全に

誘導できる手段を提供するものです。このシステムはより多くの自動運転車が公道を走行できる時期を早期化することに貢献します。 

 

No.42 日本電気株式会社 

NEC は、人が豊かに生きる「安全」「安心」「効率」「公平」な社会を実現するために、ICT を活用して社会インフラを高度化する「社

会ソリューション事業」に注力しています。CeBIT NEC ブースでは、社会価値創造に取り組む代表的な社会ソリューション事業であ

る、パブリックセーフティ、スマートシティの各ソリューション及び、「価値づくり」を支える世界 No.1 の顔認証技術、画像解析、AI（人

工知能）、IoT、スーパーコンピューティングなどの先進の ICT 技術、プラットフォームをご紹介いたします。 

 

No.43 日本電信電話株式会社 

ＮＴＴグループはライフスタイルの変革やビジネスモデルの革新など社会の Digital Transformation を、触媒として推進していきま

す。ICT（Information and Communication Technology）を活用してスポーツの新たな観戦体験を提供し、貴重な人類

の文化遺産を後世に残すサポートを行います。また、農業・製造業・流通業や都市開発の分野でデジタル化を通じて新たな顧客価

値の創造に貢献していきます。 

 

No.44 日本放送協会（ＮＨＫ） 

ＮＨＫは、2016 年 8 月から次世代の超高精細テレビジョン「8K スーパーハイビジョン」の試験放送を開始しました。会場の 8K シ

アターでは、日本文化をアピールするコンテンツや音楽、スポーツ等の多彩なコンテンツを 22.2ch の 3D 音響で上映。あわせて、医

療や広告、インタラクティブ CG など、放送外の 8K のビジネス展開の可能性も紹介します。 

 

No.45 株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 

博報堂ＤＹメディアパートナーズは NTT ドコモと共同で、2013 年から「妊婦手帳アプリ」という妊婦向けのサービスを開発し、これまで三年間運用してい

ます。妊婦手帳はターゲットである妊婦だけでなく、妊婦と向き合う産科の医師にも価値を提供することで、医師から信頼を獲得し、医師から妊婦へ推薦

されるサービスとして多くの妊婦に利用されてきました。そして 2016 年 10 月、市区町村の交付する「紙の母子手帳」と一緒に使える「母子健康手帳ア

プリ」を両社で開発しました。日本から生まれ世界に広がった「母子手帳」。その電子化プロジェクトから創られたスマートフォンアプリです。 

 

No.46 パナソニック株式会社 

“A Better Life, A Better World”のブランドスローガンのもと、パナソニックはスマートファクトリーソリューション、及びスマートエナジー

ソリューションに関する最新技術を出展します。スマートファクトリーソリューションでは、溶接ロボットやファクトリーオートメーション開発に

おけるシーメンス社との協業に関する事例紹介を行います。また、スマートエナジーソリューションでは、スマートヒートポンプ、燃料電

池、純水素燃料電池を展示します。これらに加えて、ベルリンのスマートシティへの取組も紹介致します。 

 

No.47 株式会社日立製作所 

社会や産業が変革する中、日立は、みなさまの IoT 時代のイノベーションパートナーになることをめざします。 

デジタル技術によって進化した社会イノベーション事業によって日立は、社会課題の解決と人々の生活の質を向上させる、新たな価

値創造のありかたを提案します。 

 

No.48 ファルコン電子株式会社 

サービス：各種プログラマブルＩＣ（フラッシュ ROM，EEPROM，マイコン、ロジック）に対する 3 次元外観検査、テーピング、捺

印、データ書込みサービス 

装置の供給：デバイスプログラマ、自動書込み装置、3 次元外観検査装置、テーピング装置、捺印装置 

 

＜Life/Office/Society＞ 



7  

  

No.49 株式会社フォーラムエイト 

3 次元 VR ソフトウェア UC-win/Road による VR システムを展示します。幅広いプロジェクトに適用可能で、多彩なリアルタイム

VR 機能による、各種 VR システム、ドライビングシミュレータ、自動運転研究用システム、UAV 連携システム、クラウド型 VR システ

ム、IoT 関連システム組込システム開発等について、ご紹介します。 

また、ブースでは、UC-win/Road Oculus Rift プラグインを用いた HMD 体験デモンストレーションを毎日実施します。 

 

No.50 富士重工業株式会社 

アイサイトは、世界で初めてステレオカメラのみで、自動車だけでなく歩行者、二輪車までも対象としたプリクラッシュブレーキや、全車速

追従機能付クルーズコントロール等を実現したシステムです。 

 

No.51 富士ソフト株式会社 

富士ソフトは新時代のソフトウェア・ハードウェアを提供する企業です。弊社の最先端技術によるＡＩ搭載ヒューマロイドロボット

PALRO、FPGA 上でＡI を搭載したＩｏTGateway を中心に、IoT セキュリティ、自動車ソフト開発、モバイルソリューション関連を

展示しております。 

 

No.52 富士通株式会社 

“Human Centric Innovation - Digital Co-Creation”をテーマに、AI や Robotics をはじめとする IoT、Big Data、

Cloud、Mobile など、当社の最先端デジタルテクノロジーが様々な業界・業種のお客様やパートナー様との共創をどのように支え、社

会やビジネス、個人の生活を変えていくのかを体感いただけます。 

 

No.53 富士電機株式会社 

富士電機はｴﾈﾙｷﾞ-･環境技術の革新により､安全・安心で持続可能な社会実現に貢献致します｡IoT を活用した「自律同期生

産」による原価低減の実現､ﾌｨ-ﾙﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽと CPS ｴﾝｼﾞﾝを強みにお客様の価値を創出致します｡ 

 

No.54 株式会社プラットイーズ 

プラットイーズは、メタデータの包括的なソリューションや放送・映像産業に係るサービスを提供しています。当社には、営放、CM 考査

支援、視聴率分析レポート、CATV 世帯数報告管理といったシステム製品があります。東京にあるメタデータオペレーションセンターで

は、専属スタッフにより、メタデータの編集、プレイリスト作成、ビデオのトランスコーディングなど、幅広いアウトソーシング業務を行ってい

ます。BCP 対策として徳島にサテライトオフィスを置き、4K/8K のビデオアーカイブサービスも提供しています。 

 

No.55 株式会社ブロードバンドタワー 

私たちは、日本における iDC 事業のパイオニアとして、2020 年の 5G（無線）本格展開に向けた５G （第 5 世代）データセンタ

ーを開設し、IoT や Cloud 環境に必須の高速性、高可用性、高信頼性のみならず、お客様の快適なビジネス環境をサポートする、

最高のビジネスパートナーです。さらに、イスラエル やハンガリー、ドイツ、米国などの先進企業と提携、IoT、フィンテック、AI などの領

域で、新規事業を開発し、イノベーティブでエキサイティングな顧客体験を実現してまいります。 

 

No.56 ベリフィケーションテクノロジー株式会社 

LSI 開発に対して、機能安全規格（IEC61508、ISO26262）に準拠したハイレベルな検証サービスを提供致します。短期間・低価格で、機能安全

の導入、SIL のレベルアップ及び設計・検証が可能です。また各種規格系 IP に対して、規格を熟知したイレギュラーケース検証及び検証環境構築を他

社と比較して圧倒的な精度、速度で実施致します。アーキテクチャ検証ツール VARON 及び FPGA のイベントデバッガーVSTAR を展示致します。従来

の開発に対して開発コストが半分になる画期的なツールです。 

 

No.57 本田技研工業株式会社 

Honda は「人との調和」をテーマに開発した、人が行き交う空間で使用できる新しいパーソナルモビリティ「UNI-CUB」を提案します。 
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No.58 マゼランシステムズジャパン株式会社 

GPS に代表される衛星測位技術等に関して顧客からのニーズに基づき、独自に開発・最適化を施し、IP やモジュール(H/W)として提供できる日本で唯

一の会社です。現在は、QZSS 対応、次世代高精度多周波マルチ GNSS 受信機を開発することで、従来非常に高価であった高精度 RTK-PPP 衛

星測位モジュールのコストを劇的に低減いたしました。この技術によって農林水産業用機械・建設機械・交通機関や自動車の自動運転、高精度測位

情報を用いた安全管理システムの急速な普及を得る事が出来ます。 

 

No.59 三菱電機株式会社 

三菱電機は、「つながる社会の創造 ～三菱電機の最先端技術～」をテーマに、運転支援系コンセプトカーやモービルマッピングシス

テム、準天頂衛星システム、しゃべり描きユーザーインターフェースなど、人や技術、社会をつなげ、豊かな社会の実現に貢献する最先

端技術を紹介します。 

 

No.60 株式会社ミライセンス 

ミライセンス社は独自の 3D 触力覚技術を応用した、 革新的な触力覚（力触覚）フィードバック型ユーザーインターフェイスを提供します。これまで SF

映画の世界だけの話だった、まったく何もない空間でまさにそこに実体があるかのように押したりつかんだりといった感触、ザラザラといった触感などをリアルに体

感することができる世界初の夢のインターフェースです。本技術を応用すれば、バーチャルリアリティに代表されるような情報空間とヒトとのインタラクションに大

きな革命を起こし、人類に新しい未来的ライフスタイルをもたらすでしょう。 

 

No.61 ヤフー株式会社 

私たちは日本を代表するインターネットポータルサイト“Yahoo! JAPAN”を運営しております。 

インターネットユーザーに対し、検索サービスをはじめとする様々なウェブサービスを通じて必要な情報を提供すると共に、日本有数のユ

ーザー数とビッグデータを通じ、広告主やパートナー企業に最適なマーケティングソリューションを提供します。 

 

No.62 株式会社ユニキャスト 

「人とロボットが共創する未来の接客案内」をコンセプトに、「接客ガイド」シリーズの展示を行います。日本国内において「展示会・工場案内」「空港でのイ

ンバウンド対応」「金融機関での接客アシスタント」などで豊富な実績のある「接客ガイド for Pepper」。2017年より販売を開始した、ヴイストン株式会社

が製造販売するコミュニケーションロボット「Sota」を用いて受付や見守りを行う「接客ガイド forSota」を展示します。特に「接客ガイド for Sota」は、介護や

医療業界において、”ゆるやかな見守り役”としても高く期待されています。 

 

No.63 公益財団法人横浜企業経営支援財団 

横浜市内企業の IoT 製品・サービス 

 

No.64 楽天株式会社楽天技術研究所 

楽天技術研究所はネットとリアルの融合・協調を目指し、以下 2 点のコンセプト展示をいたします。 

・AR-HITOKE（エーアール・ヒトケ）：拡張現実を用いた賑わいの可視化システム 

・WallSHOP：スマートフォン連動型お買い物デジタルサイネージ 

 

No.65 株式会社リコー 

私達のビジュアルコミュニケーション商品は、ワークスタイルの多様性や情報交換のための新たな方法を提供し、お客様のビジネスの成

功をサポートします。 
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No.66 株式会社 Lyric Arts 

Lyric speaker は、音楽と同期して歌詞が表示される次世代スピーカーです。モバイル端末から好きな音楽を選曲して再生すると、その楽曲の歌詞が透過

スクリーンに浮かび上がります。バラードのような優しい曲であれば優しいフォントや動きに。ロックのようなエネルギッシュな曲であれば力強く。楽曲の雰囲気や構

成を、産業技術総合研究所の音楽解析技術が自動解析し、スピーカーに搭載された表現エンジンがそれぞれの楽曲に対してモーショングラフィックを生成し

ます。Lyric speakerは、この歌詞を自動で美しくビジュアライズする技術「Lyric Sync Technology」を、世界で初めて搭載したスピーカーです。 

 

No.67 株式会社ワークスアプリケーションズ 

「HUE（海外名称：AI WORKS）」は、ワークスアプリケーションズが開発・販売・サポートを行う、人工知能を搭載した世界初の

ERP パッケージです。人工知能技術を活用したサジェスト機能や自動作表機能、OCR 技術による文字情報の解析や自動マッピン

グなどにより、ユーザーのルーティンワークや単純作業、PC 操作を極限まで削減し、大幅な業務生産性の向上を実現します。 

 

 

 

 

Infrastructure/Factory 

 

No.68 アクティブリンク株式会社 

アシストスーツ AWN-04 

腰部負担の軽減に特化したアシストスーツ。身体の動きに合わせてモータを稼働させることで、荷役作業時などの負担を軽減。 

 

No.69 株式会社アトムシステム 

私たちは AtomWMS および在庫管理 Lite または IoT を活用して、様々な付加価値を提供致します。 

 

No.70 株式会社アマダホールディングス 

『金属加工機械の総合メーカー』アマダでは、インダストリー4.0 に対応するアマダの IoT ソリューションを使った《ロボットによる全自動

金属曲げ加工システム》を出展いたします。 

 

No.71 株式会社アルファ TKG 

アルファ TKG は、東京日本橋を拠点とする『中小製造業向け IoT システム』を専門とする企業です。 

 

No.72 株式会社インターメディア研究所 

スマートフォン等のタッチパネル画面に置くだけで光と静電容量を使ってデータ通信する技術。G-Stamp は可変コードを出力可能な

電子スタンプで、印刷されたドットパターンを読み取る機能を持ち、印刷物とデジタルデータを融合します。G-Card はタッチパネルを使

ったカード型ワンタイムパスワード認証デバイスです。 

 

No.73 オークマ株式会社 

Okuma Smart Factory で実現する次世代工場。3m×4m の小さなオフィスから世界中の工場をコントロールする、工場を持た

ない工場長を体感してください。世界各地から受けた仕事を、受けた地域の工場で加工する”地産地消”で、”超短納期”&”輸送費

コスト削減”に、また、世界各地の機械を有効活用する"シェアリング・エコノミー"を提案します。Okuma Smart Factory を実現す

るオークマの Cyber Physical System とネットワーク技術、AI 技術をごらんください。 
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No.74 株式会社カブク 

弊社は 2 つの製造技術ソリューションを提供しています。 MMS Connect は造依頼者にワンストップでのデジタル製造サービスを提

供するプラットフォームです。MMS とは 3D プリント工場や社内 3D プリント業務を効率化するための、クラウド型業務効率支援システ

ムです。 

 

No.75 川崎重工業株式会社 

業界最小・最軽量の小型ロボット専用コントローラ「F シリーズ」は、ロボットとあらゆる外部機器がつながるネットワーク構築を実現しま

す。またネットワークとつながったロボットの稼働状況を監視して、ビッグデータを入手、解析することで故障予知が可能となり設備ダウン

タイムゼロを目指します。 

 

No.76 カワダロボティクス株式会社 

次世代産業用ロボット NEXTAGE 

「人と共存できる」というコンセプトのもと、製造現場の安全性確保と生産性の向上を目的に開発された産業用ロボットです。周囲の

環境や作業対象を認識しながら作業する汎用性の高いロボットで、多品種変量生産にフレキシブルに対応します。 

 

No.77 京都機械工具株式会社 

工具・測定機器とウェアラブル端末、RFID タグなどを用いた「作業トレーサビリティシステム」で作業性・安全性向上、コスト削減、作

業品質向上を実現します。 

 

No.78 QUADRAC 株式会社 

私たちの開発した技術 4C および 3C は様々な領域の通信に利用可能なものであり、IoT を通信面で支える技術となります。 

 

No.79 興研株式会社 

興研は「クリーン・ヘルス・セーフティ」の 3 つを事業領域としています。それぞれの領域に対し、オリジナリティの高い技術をベースとしたソ

リューション製品を供給し続けます。 

今回展示する、全く新しい発想から生まれたスーパークリーン生成装置「ＫＯＡＣＨ」は、周囲を囲わずにＩＳＯクラス１という世界

最高水準の清浄空間を低い消費電力で形成し、品質向上、歩留り改善及びコスト低減を実現します。 

 

No.80 株式会社神戸製鋼所 

神戸製鋼グループは、素材、機械、電力を事業の３本柱とし、暮らしや社会に貢献します。 

CeBIT 2017 では、溶接システム、産業機械、建設機械、ごみ焼却発電プラント向けに開発した最新の IoT ソリューションを紹介し

ます。当社の稼働監視ソフトウエアは、お客様の生産性の向上に寄与し、スマートファクトリーに役立つ機能を提供します。 

 

No.81 コマツ 

土木施工分野に IoT を活用し、建設現場に革新を起こします。  

CeBIT2017 では、日本国が推進する i-Construction、並びにコマツの取組みである SmartConstruction を中心に、構成要

素である ICT ショベル、これらを支える衛星測位システムを展示します。また、ICT 施工が体感できるコーナーもご用意しております。 

 

No.82 サトーホールディングス株式会社 

サトーは、「正確・省力・省資源」「安心」「環境保全」といった顧客価値を提供する、自動認識ソリューションのインテグレータです。 「CeBIT」では、当社のグロ

ーバルネットワークと「現場力」を活用し、IoT の力を最大限に発揮する「最後の１cm」ソリューションを出展します。例えば、リテール業界向けには、「スマート

フィッティングルーム」と、販売担当員が利用するアプリケーションを組み合わせた「Vision Retail Platform」を、製造業向けには、可変情報を高速で大量に印

刷できる「DataLase- インラインデジタルプリンティング」、及び、高速で正確な在庫管理を可能とする「PJM RFIDキャビネット」などを展示します。 
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No.83 株式会社 GS ユアサ 

ＧＳユアサグループは、電池、電源装置、照明機器およびその他の電気機器の事業を展開しています。 

エネルギーを“使う”だけでなく、“蓄える”技術の多様化が進む現在、当社の新規事業であるリチウムイオン電池や、太陽光などの新エ

ネルギー分野で活躍する製品をご紹介します。 

 

No.84 ジェイエムテクノロジー株式会社 

製造業の経営に求められる CDO ならびに戦略的データ活用、データアナリスト育成に関する弊社のプログラムをご紹介します。 

①最適装置データ収集技術・視覚共有技能伝承ソリューション ②現場データ収集・保管・解析ソリューション 

③Industry4.0 IoT プラットフォーム「AXOOM」 ④仮想データ統合ソリューション「AGRA」 

⑤現場 IoT システム導入支援・データ活用人材育成サービス 

 

No.85 株式会社島精機製作所 

弊社は横編機業界に於けるリーディング企業として、高品質なホールガーメント製品を編成できるホールガーメント横編機と、シミュレ

ーション機能により、企画プロセスを改善し、サンプリングのコスト・時間・材料の無駄を省くバーチャルサンプルを作成できる 3D デザイ

ンシステムを提案します。 

 

No.86 新日鐵住金株式会社 

新日鐵住金ｸﾞﾙｰﾌﾟは、高品質な製品とｻｰﾋﾞｽを提供する「総合力世界 No.1 の鉄鋼ﾒｰｶｰ」を目指しています。ｺｽﾄ競争力、ｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙ対応力強化への不断の努力に加え、設備投資を行い 24 時間 365 日ﾉﾝｽﾄｯﾌﾟで多種多様・高品質な製品を生産すべく、世

界最先端の技術・製造ﾌﾟﾛｾｽを更新しております。本展示会では、作業性の向上、製造ﾌﾟﾛｾｽの見える化ｱﾌﾟﾛｰﾁや製鉄所におけ

る安全性の向上など、現場で働く「ﾋﾄ」中心ｱﾌﾟﾛｰﾁで解決する最先端の IT ｿﾘｭｰｼｮﾝへの取り組みについてご紹介いたします。 

 

No.87 駿河精機株式会社 

駿河精機は、多彩なセンシング技術を搭載したネットワーク対応新製品 IoT 精密位置決め装置を提供します。 

リアルタイムの状態監視と人工知能技術を駆使することで、自動化設備の最適駆動と予防保全を実現するソリューションを提案しま

す。 

 

No.88 ダイキン工業株式会社  

産業環境の変化を支えていく大量なデジタルデータ。これを担うデータセンターやサーバールームなど、IT インフラ整備が求められる時

代に向けた空調ソリューションのご案内と、効率化・省エネ化トータルビルマネジメントをクラウド先端技術を用いて可能にする制御（コ

ントロール）技術を併せてご紹介します。 

 

No.89 タカハ機工株式会社 

ソレノイド：コイルに電流を流すと、プランジャーが直線運動する。ソレノイドは電子錠、機械、自動車などいろんなものに使われます。

電気部品 DC ソレノイドを、金型・部品から自社工場で製造。他社にはないオリジナルソレノイドを開発。オンラインストアでは 66 機

種 269 製品を販売し、即日出荷する。試作用として 1 個のみでも購入可能。リード線や鉄心などのカスタマイズにも柔軟に対応す

る。ソレノイドを使った発明品コンテスト「ソレコン」は IoT のアイディアが満載。ものを動かすにはソレノイドが欠かせません。 

 

No.90 DMG 森精機株式会社 

私たち DMG 森精機は、独創的な工作機械や自動化システムなど生産性向上のためのトータルソリューションを世界中にお届けして

います。お客様の課題にひとつひとつ確かな技術でお応えして、お客様にとって一番の工作機械メーカーであり続けることを目指してい

ます。工作機械が常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう、日々全世界でお客様をサポートしています。 
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No.91 株式会社電通国際情報サービス 

ISID は、独自の故障予兆アルゴリズムと GE 社の Predix プラットフォームを用いて、IoT 活用における新しいビジネスを支援します。 

 

No.92 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 

弊社の製造業向けソフトウェアは、IoT を活用し、工場現場の稼動状況や人の動きなどをモニタリングし、ものづくりをデジタル化するソ

リューションです。 

 

No.93 日本ノーベル株式会社 

Quality Commander は従来人手で行っていたカーナビ、スマートフォンなどの組込み機器のテストを自動で行うシステムです。テス

ト漏れを防ぎ、品質向上に貢献します。 

 

No.94 ファナック株式会社 

FIELD system は、製造現場での使用を目的とした IoT (Internet of Things) のためのプラットフォームです。FIELD system 

の“FIELD”は FANUC Intelligent Edge Link & Drive を意味しており、“かしこく・つながる・動かす@現場”を実現したいという

思いが込められています。 

 

No.95 株式会社フジキン 

Internet ”Beyond the Flow” of Things として日本で先行している電子バルブ等の流体制御機器とライフサイエンス機器を出

品します。 

 

No.96 株式会社フレクシェ 

生産スケジューラ FLEXSCHE は、製造業様の計画業務（工程計画、生産計画、負荷計画、在庫計画、人員計画、配送計画等）で活用していた

だく為のソフトウェア製品です。工場の能力を最大限に引き出して日々の要求に応えていくことは、まさに時間との闘いの連続です。製造業をとりまく環境が

大きく変化する中、「現在」で輪切りにした静的な情報と大まかな計画に基づく旧来の生産活動を続けることは本質的に困難なこと。FLEXSCHE は、こ

のようなモノづくり現場の悩みを直接的に解決するための心強いツールとなります。 

 

No.97 株式会社プロドローン 

PRODRONE は日本トップの産業用ドローンメーカーとしてプロフェッショナルユーザーの為の革新的なドローンを開発製造しています。

2016 年 9 月には、世界の産業用ドローン業界で大きな話題となった 2 本のロボットアームを搭載した直接作業型大型ドローンを世

界で初めて発表しました。また、社会インフラ点検用ドローンや着水型ドローン等、我々PRODRONE は、様々な場面で活用できる

産業用ドローンをＢ２Ｂで提供しています。他社が達成できないことを実現可能にする企業、それが PRODRONE です。 

 

No.98 株式会社安川電機 

6 台の小型ロボットとマルチキャリアモジュール（次世代搬送位置決め装置）を組み合わせたミニカー組立工程を製造工場に見立て

た BTO(Build to Order)のデモを行います。 

 

No.99 ヤマハ発動機株式会社 

私たちヤマハ発動機は、「独創のコンセプト」「卓越した技術」「洗練された躍動感」で人間の感性に訴える高品質な製品をお届けし

ます。モーターサイクルからマリン製品、産業用ロボットや産業用ドローンなど、様々な製品と技術を通じて、世界中の人々に「感動」を

提供し続けます。 
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No.100 RIMCOF 技術研究組合 

RIMCOF 技術研究組合と日本の３社の航空機メーカー～三菱重工業㈱、川崎重工業㈱および富士重工業㈱～は、航空機の複合材構造向けの

SHM（構造健全性モニタリング）システムの開発に、1998 年から取組んでいます。また 2006 年からは、エアバス社と、SHM に関する協同研究

「JASTAC」を行っています。私たちの SHM システムは、光ファイバセンサを用いて、航空機構造の歪み、衝撃、損傷等をモニタすることにより、航空機のメ

ンテナンスコスト低減を目的とするもので、5-10年以内の実用化を目指しています。 

 

No.101 株式会社レクサー･リサーチ 

LEXER はシミュレーション統合生産(SIM)に基づき、生産シミュレータ"GD.findi"で構成する独自のサイバーフィジカルシステムをご提供いたします。この

CPS は、生産工場の状態を IoT で監視して対象となる設備や作業者に対して、リアルタイムに作業計画を指示することにより、工場全体の生産計画を

動的に最適化します。このシステムでは、現実空間とサイバー空間の工場が同期します。一度、IoTと仮想技術により、これらの同期させれば、学習技術

などに基づいたAIといった計算処理技術により生産計画の最適化を実現します。 

 

No.102 株式会社ロブテックス 

私たちはブラインドリベット・ナットによる締結技術全般とブラインドリベットにおけるプロセスコントロールを可能にしたコードレスリベッターを

ご提案します。 

 

 

 

 

Element 

 

No.103 株式会社 ITS 

虹彩認証デバイス 

 

No.104 アルプス電気株式会社 

総合電子部品メーカーであるアルプス電気は、約 40,000 種類の電子部品を世界中の 2,000 社の自動車、家電、モバイル、産

業機器などの顧客企業へ供給しています。このたびは、長年培った当社のセンサと無線通信技術を応用した IoT 向けデバイスやソリ

ューション、欧州企業とのコラボレーション事例などをご紹介します。 

 

No.105 株式会社エクスプローラ 

我々エクスプローラでは、豊富な設計経験と製品開発で培った技術に基づき、ハードウェア並びにソフトウェア開発ソリューションをご提

供致します。高度な映像・画像処理技術を用いた多様な自社ブランド製品のご提供を実施致します。また、開発技術を元にした、

ODM・EMS サービスの提供並びに、あらゆる部品の購買代行サービスも展開しています。 

 

No.106 グーグル合同会社 

昨今話題の「機械学習」は、世界中の研究者や開発者が成果をオープンに共有することで、大きく進展しています。Google も、機

械学習ライブラリ「TensorFlow」のオープンソース化等通じ、機械学習コミュニティに貢献しています。ブースでは、本技術を活用しイノ

ベーティブな製品を生み出した開発者や企業をご紹介します。 

 

No.107 住友電気工業株式会社 

①光ネットワーク構築に必要な通信関連製品、②衛星・基地間通信等の広帯域・大容量の無線通信システム、高解像度の気象

観測・航空管制レーダー用デバイス、③赤・緑・青のフルカラーレーザモジュール 
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No.108 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 

イメージング＆センシングソリューション；IoT World を創造するキーテクノロジー 

 

No.109 TDK 株式会社 

さまざまな「モノ」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み、IoT。従来の人と人、人とアプリケーショ

ンを結びつけるインターネットから、“人とモノ”、そして“モノとモノ”も結ぶネットワークへと発展してきています。TDK では、IoT に不可欠

な車載用磁気センサ、世界最小クラスの Bluetooth モジュールを実現する IC 内蔵基板 SESUB（Semiconductor 

Embedded SUBstrate）、ワイヤレス給電コイルなど、IoT のさらなる進化に貢献できる製品と技術をご紹介します。 

 

No.110 日本メクトロン株式会社 

日本メクトロン・Mektec は FPC 業界のリーディングカンパニーです。ウエアラブル製品用の FPC 並びに FPC の技術より派生した新

商品を展示します。合わせて、NOK(株)製の生体用ゴム電極の展示も行います。 

展示のハイライトとして 大阪大学 産業科学研究所 関谷研究室が脳波モニタリングによるロボット操作のデモンストレーション(伸縮

電極としてストレッチャブル FPC を使用) を行います。 

 

No.111 日本 IQP 株式会社 

“IQP” は IoT/Enterprise 向けノンプログラミングアプリケーション開発プラットフォームです。IQP を活用いただくことで、誰でも素早く

簡単に IoT/Enterprise 向けのアプリケーションを構築することができます。アプリケーション開発サイクルを短縮することでビジネスの迅

速な立ち上がりを支援し、さらに IoT ビジネス成功に欠かせない ROI を最大化させることにより、企業の IoT ビジネスに貢献します。 

導入実績: (海外) GE Digital, IBM, Motorola, (国内) トヨタ自動車株式会社、Fujitsu 等 

 

No.112 日本電産コパル株式会社 

当社の触覚デバイスは，各種ユーザーインターフェース，タッチパネル，ゲーム機，自動車向け機器において優れた触覚フィードバッ

クを実現します。今回，当社出展ブースにて触覚デバイスのデモを実演致します（スマートキッチンなど）。 

 

No.113 日本ミクロン株式会社 

私たちの製品群は小型、薄型、高密度、高放熱性、誘電特性等に優れ、最先端のニーズに欠かせないものです。電子回路基板で

培われた最高水準の高密度、高精度加工技術と、新開発の独創技術を理想的に複合して生み出された高付加価値の製品で

す。 

 

No.114 ヒロセ電機株式会社 

ヒロセ電機は、産業機器、自動車、情報通信、医療およびスマートフォンを中心とする民生など各市場向けに幅広いコネクタ製品ライ

ンナップを開発製造する、接続技術における世界のリーディングカンパニーであり 2017 年には 80 周年を迎えます。 

 

No.115 株式会社フジクラ 

私達は”つなぐ”テクノロジーで、 「人と人・人ともの・ものとものをつなぐ 過去と現在そして未来をつなぐ」をテーマに IoT やコミュニケー

ションインフラを支えるセンサシステム、データセンタソリューション、コネクテッドカーソリューションなどフジクラクループを挙げて出展します。 

また、”もの”の展示ではなく”こと（ソリューション）”の展示を通して皆様に”つなぐ”を感じて頂く内容となっており、皆様のご来場をお

待ちしております。 
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No.116 株式会社村田製作所 

株式会社村田製作所は、ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売を行っており、材料から製品

までの一貫生産体制を構築しています。今回 CeBIT では超小型受動部品や、センサと通信モジュールを組み合わせたソリューション

事例をご紹介します。また、欧州初出展となる「村田製作所チアリーディング部（英文表記："Murata Cheerleaders"）」もお披

露目します。 

 

No.117 ルネサス エレクトロニクス株式会社 

ルネサス エレクトロニクスは半導体ソリューションを通じて人々の生活をより豊かにする、テクノジーイノベーションの中核をなす企業で

す。CeBIT2017 では自動運転、スマートホーム、インダストリー4.0、IoT といったデジタル社会に向けた最先端のソリューションをご

紹介します。 

 

No.118 ローム株式会社 

ロームは世界トップクラスの半導体メーカーとして、無線通信モジュール、センサ、パワーデバイスなど、さまざまな IoT に不可欠な製品

を開発・製造しています。 
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