C-01 インターフェイス株式会社

2014.11.20（木）
17:00〜18:00

LANDMARK BLUE

インターフェイスのブースでは、地元長野県諏訪市の地酒を用意しております。
オーディオコーナーでハイレゾ音源の再生デモを行っておりますので、音楽とお酒で
楽しいひと時を御一緒に過ごしましょう
！

２０日（木）17:00〜18:00、恒例のイベント「ETフェスタ」を開催
いたします。ETフェスタでは、来場されたすべての方々が、気軽に
出展社とコミュニケーションをとりながら、有意義な時間を過ごして
いただけます。主催側からは、会場内メイン通路の数カ所に、飲み
物（ビール、ソフトドリンク）、軽食を用意させていただきます。また、
出展社側からは、各ブースで趣向を凝らした独自のイベントも予定
されています。ビールあり、ワインあり、吟醸酒ありと、多彩な飲み
物やおつまみなどをご用意し皆様の参加をお待ちしております。

E-24 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
メンター・グラフィックス ブースでは、毎年恒例となりました横浜駅西口のバーsoul
onのバーテンダーによるカクテルを振舞います！秋の夜のひとときを、ぜひメンター・
グラフィックス ブースでお過ごしください。皆さまのお越しを心よりお待ちしています！

E-26 株式会社アルファプロジェクト
アルファプロジェクトでは、本年も地元、静岡県産の美味しいお酒とおつまみをご用
意してお待ちしてます。スタッフ一同、
ご来場の皆様と楽しく交流できますことを楽し
みにしております。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

E-35 株式会社ガイア・システム・ソリューション
ガイア・システム・ソリューションブースではビール・ワイン・日本酒をご用意して、みなさ
まのご来場をお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

E-38 フクオカmrubyパビリオン（福岡県）
フクオカmrubyパビリオンでは、福岡県のおいしいお酒と焼酎、おつまみをご用意し
ております。
どれも福岡県の名産品です。お気軽にお立ち寄りください。

F-02 株式会社アットマークテクノ
アルマジロでIoT〜アットマークテクノブースでは、ARM+Linux組み込みプラット
フォーム「Armadillo
（アルマジロ）」
を使ったIoT (Internet of Things:モノのイン
ターネット) ソリューションをご紹介！北海道の秋限定の希少なビール「SAPPORO
CLASSIC 2014富良野VINTAGE」
と、ほんのり甘い北海道産デラウェアのワイン
を片手に、
あらゆるモノがつながる・つなげる技術の未来を語り合いませんか？

E-04 Spansion

C-02 佐鳥電機株式会社
ビールやおつまみをご用意してお待ちしております。
肩の力を抜いて、語り合いませんか。
ブースは入口すぐそばです。
お気軽にお立ち寄りください。

C-03 丸紅情報システムズ株式会社
疲れを癒す冷えたビールとハイボール、
そしてとびきりの笑顔をご用意してブースで
お待ちしております。お気軽にお立ち寄りください！

C-05 オーバートーン株式会社

E-03 Kontron Japan

アメリカの地では実現不可能といわれたロマネ・コンティに挑み、
ロマネ・コンティを凌
駕すると絶賛されたワイナリーから、ETフェスタのために特別にワインを取り寄せまし
た。是非、当社ブースにて、本場のワインをご堪能ください。
ETフェスタの時間帯は比較的じっくりと出展品をご覧いただけます。説明員も揃って
おりますので、質問などワイン片手にお気軽にお声かけください。

E-07 キャッツ株式会社
冷たいビール、ボジョレー、
あま〜いお酒、
ノンアルコールやおつまみをご用意してい
ます。お酒が大好きな方も、
そうでない方もぜひぜひお気軽にＣＡＴＳブースにお立ち
寄りください。
ドリンク片手にお話ししながらデモをご覧いただけます。
みなさまのお越しをお待ちしております♪

C-13 データテクノロジー株式会社/ビー・ユー・ジー森精機株式会社

Kontron Japanブースではビール、
ワインをご用意しスタッフ一同皆様のお越しをお
待ちしております。
皆様との交流、交歓を楽しみにしております。

C-31 リネオソリューションズ株式会社
恒例となりましたリネオのET Festa。
創業30周年となる今年はリネオの本拠地長野県塩尻市の地元ワイナリー様協賛
いただいた記念ワインと
「リネオ特製おつまみ」、
そして提携パートナーNewSoft社
（台湾）の「紹興酒」を加えて皆様をお待ちしております。特選ワインと秘蔵紹興
酒を組み合わせたお酒のLiNeOSコラボレーションをお楽しみください。

C-50 TOHOKU パビリオン

E-14 株式会社日本サーキット
日本サーキットブースでは、冷たいビールとおいしいワイン、
おつまみをご用意しており
ます。空撮動画を見ながら皆様と楽しい時間が過ごせることを楽しみにしております。
お気軽にお立ち寄りください！

E-25 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
日本テキサス・インスツルメンツブースでは、冷たいビールとおつまみをご用意い
たします。皆様のお越しを心よりお待ちしておりますので、是非お気軽にお立ち寄
りください。

データテクノロジーでは、東京多摩地区の企業として多摩の地ビールを今年もET
フェスタにてご用意させて頂きます。多摩を代表する酒蔵 石川酒造が明治20年に
西多摩で造られていた地ビールをよみがえらせた
「多摩の恵み」
を皆様と一緒に飲み
ながら、組込み分野のテクノロジーや今後の動向、
または趣味等をお話できる時間を
共有できたら幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

C-14 イマジネーションテクノロジーズ

C-53 株式会社日立超LSIシステムズ
当社のエンジニアと組込みシステム、
ソフトについて話をしませんか？
ビールやワイン、そして当社エンジニアが皆様のご来場をお待ちしております。お
気軽にお立ち寄りください。

C-10 コスモリサーチ株式会社
ET初参加のコスモリサーチでございます。
ワインとチーズ、
スナックを準備し、沢山の方々との交流を心待ちにしております。
スタッフ一同。

C-12 株式会社トモエレクトロ

ビールやおつまみ、
ソフトドリンクも用意してお待ちしております。
世界中で利用されているプロセッサ、
グラフィックス、マルチメディア、
ネットワーク技
術など最先端のIPのデモを肴に歓談いたしましょう
！お気軽にお立ち寄りください。

C-36 スパークスシステムズジャパン株式会社

東北６県地酒の銘酒５０種類以上を取り揃え、来場者に振る舞います。
「ＴＯＨＯＫＵパビリオン」は、
ＥＴフェスタ名物となりました 東北地酒祭り を今年
も開催いたします。
岩手県のキャラクター「そばっち」も登場します。

オーバートーンでは、当社社長とゆかりのある山梨県産のワインをご用意して皆様の
ご来場をお待ちしております。美味しいワインとチーズを飲みながら、開発手法や技
術の将来について、語り合いませんか？

スパークスシステムズ ジャパンのブースでは、
ビールなどの飲み物とおつまみを用
意して、皆様をお待ちしております。
ツールの紹介・デモも行いますので、ぜひお越し下さい。

ベトナムから直輸入の麺「フォー」
を用意してお待ちしております。
日本人にとても人気のある麺を直輸入して皆様をおもてなしいたします。
冷たいビールと熱いフォーで皆様のご来店をお待ちしております。

C-24 HD-PLCアライアンス
HD-PLCアライアンスのメンバーが皆さんのご来訪をお待ちしてます。
ビール片手にPLCについて語らいましょう。

C-30 富士通グループ

C-37 株式会社エクスモーション
本年も解禁日に合わせ、選りすぐりのボジョレー・ヌーヴォーとチーズをご用意しま
した。ボジョレー・ヌーヴォーは数種ございますので、よろしければ飲み比べをして
みてくださいね。皆様と 美味しい ひと時を過ごせれることを楽しみにしておりま
す。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

お客様と一緒にボージョレーを楽しむ♪をコンセプトにステージ前にフランスの街角の
ような気軽に立ち寄れるワインコーナーをオープン！ ボジョレーヌーヴォーに加えて同じ
地方の白・スパークリング三種類のワインをご用意。香り豊かな赤・すっきり辛口の白・
甘くて優しいスパークリングをお楽しみください。おつまみのチーズクラッカー、チョコの
ほか、話題のクリーンルームで栽培されたみずみずしいレタスをお召し上がりください。

F-04 パナソニック株式会社
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C-05

C-36

F-22 台湾パビリオン

C-13

F-40 特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト

F-43 日本シノプシス合同会社
歩き疲れたらシノプシス・ブースへ!!!今年も世界各国の個性的なワインを取り揃えて
お待ちしております。ステージでは、恒例「じゃんけん大会」
を実施。ステキなプレゼン
トをご用意しております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください♪

F-44 アーム株式会社
ARMブースでは、
ビールをはじめとする各種お飲物をご用意し、皆様をお待ちいたし
ております。
また、
ブースステージでは、毎年恒例となっているARM社員によるバンド
演奏も行いますので、お気軽にお立ち寄りください。

横浜に本社があるマクニカからは地元の横浜ビールとおいしいおつまみをご用
意します。楽しくデモを見に来てください。説明員一同お待ちしております。

A-28 日本アルテラ株式会社
日本アルテラブースでは、
ワイン、
日本酒、
スナックをご用意してみなさまのご来場を
お待ちしています。ご来場の皆さまと楽しく技術談義させて頂きたいと思っております
ので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
また、
この機会にぜひ率直なご意見をお聞かせください。
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B-19

B-02 株式会社村田製作所

『台湾ビール』
をプレゼント！ ぜひ、Taiwan Pavilionにお立ち寄りください。日本で
はなかなか手に入らない特別な味わいのビールです。ETフェスタでは皆さんといっしょ
にビールを飲みながら楽しいひとときを過ごしたいと思います。数量に限りがあります。
ETフェスタではぜひ「Taiwan Pavilion」へ！

今年も会場奥のほうでETフェスタに参加します。飲み物はもちろん、お酒に合うおつ
まみもたくさん用意してお待ちしております。会長の高田もこの時間はブースにおりま
す。ぜひ、
この機会にTOPPERS／SESSAMEパビリオンへお越しください。

エーアイコーポレーションでは、
ワインとスナックをご用意しておまちしております。
お気軽にお立ち寄りください。

A-27 株式会社マクニカ"Mpression"
D-27
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F-38 ベルギー・フランダース/ＤＳＰＶａｌ
ｌｅｙパビリオン

A-14 一般社団法人組込みシステム技術協会
JASAブースでは、世界のビールと高級日本酒、温かいおでんをご用意して、皆
様を「お・も・て・な・し」いたします。 技術動向や新たなビジネス創造に向けた組
込み業界の未来を語り合いましょう！

A-26 株式会社エーアイコーポレーション

D-38

F-14 株式会社ARKUS/株式会社ビートシステムサービス

ベルギー・フランダース／ディー・エス・ピー・バレー・パピリオンでは、ベルギービールを
ご用意して皆様のお越しをお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

A-11 サンリツオートメイション株式会社
サンリツオートメイションでは、美 味しいお酒とおつまみを各 種ご 用 意して、
みなさまのお越しをお待ちしております。
どうぞ気軽にお立ち寄りください。

ビールと言えばチェコです！
！ Codasip社を生んだチェコ。チェコのNo.1ビールを用
意してお待ちしています。酒屋では無いので数量に限りはあります。
ご容赦ください。

F-13 MathWorks Japan

F-34 株式会社スカイリー・ネットワークス

A-10 株式会社エヌ・エム・アール
エヌ・エム・アールでは、冷た〜いおビ〜ルと各種お酒、簡単なおつまみ、そして
今話題のWandboardをご用意して皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしてお
ります。お酒を片手に楽しく語り合いましょう♪
ぜひ弊社ブースへお立ち寄りくださいませ♪

A-25 Codasip Ltd.

冷たいビールやワイン、おつまみをご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

近隣ホテルからのケータリング、
ビールやワイン片手に、最先端のスマートメータ・
HEMS・センサネット向け通信ソフトウェアソリューションについて熱く語りあいましょう
＾＾！どうぞお気軽にお立ち寄りください。

A-05 株式会社 日立ソリューションズ
ビールやおつまみを片手に、是非、
日立ソリューションズブースにお立ち寄りくださ
い！ETフェスタスペシャルステージをお届けいたします。

お酒と軽食を用意してお待ちしております。

特殊電子回路のブースでは、
「電気」
という名前を冠した浅草の銘酒★【電氣ブラ
ン】
と軽食などをご用意し、
スタッフ一同、皆様と交流できるこの機会を楽しみにして
おります。今までオープンにできなかった裏話、当日だけは何でもしゃべります。ぜひ、
お気軽にお立ち寄りください。

ICOP I.T.G. へようこそ！ ET フェスタと言えば、ボジョレー・ヌーヴォーが主役です
が、既に大勢の皆様がご存知とご好評の通り、上品な日本酒より勝る台湾の幻銘
酒̶ 金門県産高梁酒が再びICOP ブースに登場いたします。更に日本では手に入
らない台湾産のおつまみを用意し、 酔わないと帰らないぞ という台湾の諺のよう
に、お互い濃厚且つ芳醇な切れ味を持つ旨い高梁酒を楽しく飲みながら、熱く語り
合いましょう
！

A-04 株式会社シキノハイテック
シキノハイテックブースでは、本社・工場のある富山県魚津市よりおいしい日本酒や
おつまみを取り寄せ、皆さまのお越しをお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄
りください。弊社スタッフ一同、皆様との交流を楽しみにしております。

A-19 株式会社ブライセン

F-08 株式会社SRA／The Qt Company

F-22-01 ICOP I.T.G. 株式会社

A-03 株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ
ADaCブースでは、毎年好評の地ビールとおつまみをご用意しています。
組込み開発の安全性や品質にお悩みがあれば、
ビールを片手にお気軽にご相談下
さい。お待ちしております。

日本システム開発のブースでは、
「名古屋」をテーマに冷たいお飲み物とおつまみ
を用意して皆様のご来場をお待ちしています。お気軽にお立ち寄りください。

GUIアプリケーションフレームワーク"Qt"の生まれ故郷である北欧のおつまみを用意し
て、お待ちしております。
じっくりとQt開発者と会話し、Qtのデモをゆっくりとご覧頂くこ
とができます。SRA/The Qt Companyブースにどうぞお気軽にお立ち寄りください。

アークス、
ビートシステムサービスでは、桃やマスットの岡山らしい果実酒でおもてな
し。
さらに岡山産の麦焼酎もご用意いたしました。極めつけは、モヒートやギムレットな
どの人気のカクテルもお楽しみいただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りいただき、私
たちの新しいテクノロジーをご覧ください。

A-02 株式会社PFU
解禁しましたボージョレ・ヌーヴォーとナパ・ヴァレーのPejuワイン、各種フィンガーフー
ドとお酒をご用意してみなさまのお越しをお待ちしております。是非お気軽にPFU
ブースへお越しください。

A-16 日本システム開発株式会社

パナソニック株式会社はETフェスタ2014に出展致します。北海道出身の出展事務
局メンバーが厳選した、北海道のおいしいお菓子
（生チョコレートは先着順！）
や食べ
物、飲み物で皆様のお越しをお待ちしております。是非お立ち寄りください。

F-12 特殊電子回路株式会社

A-01 日本マイクロソフト株式会社
日本マイクロソフト ブースでは、
クラフトビア・アソシエーション認定ビアジャッジ厳選
の国内製のクラフトビール５種をご用意しております。
クラフトビールに詳しいプロも招き、技術、マーケティング、営業、
そして共同出展社
担当社員一同で、皆様のお越しをお待ちしております。普段なかなか出会えない美味
しいビールを片手に、楽しい時間を共有いたしましょう
！

村田製作所では、
ドイツから輸入しているフランケンワインの中でもまろやかなコクと
軽めの渋みがある上品な味の赤ワインをご用意しています♪ ワインを飲みながら皆
様とお話できるのを楽しみにしていますので、是非ブースにお立ちより下さい。

D-10 ユークエスト株式会社
ユークエストブースでは、渇いたのどを潤す冷たいビールなどのお飲物とおつまみを
ご用意いたします。お帰り前に一杯いかがですか？
出入口脇の位置で、
フェスタ終盤まで毎年にぎわっている、楽しいブースです。
ビールやワイン片手に、一緒に盛り上がりましょう
！
！

D-22 イーソル株式会社
今年のイーソルブースでは、毎年恒例！当日解禁のボジョレーヌーヴォーに加え、
生ビールやソフトドリンクがお楽しみいただけます。
軽食には、寒い季節にピッタリのもつ煮をご用意！イーソルをご存知の方も、そう
でない方も、ちょっと居酒屋風なメニューを片手に、楽しい時間を過ごしましょう！
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

D-26 三菱電機エンジニアリング株式会社
皆様、待ちに待った解禁日の夕刻！ボジョレーヌーボーをご用意してお待ちします。葡
萄の収穫に感謝し、今年の出来栄えを称え、技術談義や四方山話に花を咲かせま
しょう。冷えたビールとおつまみも用意しております。
どうぞMEEブースへいらっしゃいませ！

D-37 CMエンジニアリング株式会社
当社ブースでは、920MHz帯を活用した市場の展望や、SoC/LSI、FPGAの
各開発における将来の技術を大いに語り合うことに加えて、
設計や開発の現場でお悩みの点や愚痴も、
うけたまわります。
お客様のお悩みを解消し、今後の開発にお役立ていただけるデモシステムと
ともに、美味しいお酒とおつまみをご用意し、スタッフ一同、皆様との交流を
心待ちにいたしておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

D-38 株式会社ビッツ
ビッツでは、冷たいビール・ワイン・日本酒に、おつまみをご用意しております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

D-01 株式会社東陽テクニカ
ビールを片手に一日の疲れを癒しながら、
ビジネス、業界、各種プロトコルの動向など
をお話ししませんか。
東陽テクニカブースでは缶ビールと各種おつまみを用意して皆様のお越しをお待ち
しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

D-02 株式会社グレープシステム
今年も参加します！
！昨年度大好評でした中華料理店からのお取り寄せ「餃子」
や冷たいビールをご用意して社員一同、皆様のお越しをお待ちしております。ど
うぞ、お気楽にお立ち寄りください。

D-06 横浜パビリオン
横浜の組込み関連企業で構成する
「横浜パビリオン」では、横浜の地ビールやシウ
マイ、横浜銘菓などを用意して、みなさまをお待ちしております。
パビリオン出展企業との情報交換の場としてご活用ください。

D-09 ローム/ラピスセミコンダクタ株式会社
今年も冷たいビールとおつまみをご用意いたしました。
社員一同、皆様と交流できるこの機会を心より楽しみにしております。
ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

D-27 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
皆様と楽しいひと時を過ごせますようお飲物をご用意してお待ちしております。
是非、お気軽にお立ち寄り下さい！

D-36 TOOL株式会社
つめたく冷えたスパークリングワインはいかがですか？
TOOL社スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしておりますので、
ぜひお気軽にブースにお立ち寄りください。

C-20 ベリフィケーションテクノロジー株式会社
今年もやってきました！ 昨年のＥＴフェスタで大好評だった高級ワイン・シャンパン
を気合い入れて大量に用意いたします！
カルフォルニアを代表するワイン「 OpusOne 」や、Opusに勝るとも劣らない
「 CAYMUS 」、
「 SILVEROAK 」など現地でも人気が高い赤ワインに加えて、
ヴーヴクリコやモエシャンドンなどの定番シャンパンも用意しております。
またワインといえばやはりチーズ。
ミモレットを初め各種取りそろえておりますので
お気軽にお立ち寄り下さい。

V-01 悟空株式会社
ワインとビールを飲みながら、F P G A のコンフィグレーションについて語りま
しょう。

V-05 株式会社CRI・ミドルウェア
CRI・ミドルウェアブースでは毎年恒例のまい泉の「ヒレかつサンド」
とお飲み物を
ご用意して皆様をお待ちしております。例年、好評につきブースのご来訪はお早め
にどうぞ！
新製品の「CRI LiveAct」
をはじめ、遊技機の実機デモや家電製品の採用事例な
どもご覧いただけます。お気軽にお越しくださいませ。

V-10 株式会社クナイ
一升瓶といえば、
日本酒やしょう油を入れるのが一般的ですが「一升瓶ワイン」
という
ものが存在します。
今回Kunaiでは、
「花子とアン」
で話題になった山梨県で一般的に飲まれている一升瓶
ワインを仕入れてみました。是非皆様Simcom＆Kunaiブースへお立ち寄りください。

V-14 ナルテック株式会社
今年も参加します！ ETフェスタ！
！ ナルテックは、静岡県清水区を本拠地とする企業
です。毎年好評を博しております静岡の地酒と清水ならではのおつまみを用意して、
皆様のご来訪をお待ちしております。ぜひお立ち寄りください。

C-29 株式会社コア
冷たいビール・ワインまたサンドイッチ等もご用意しておりますので、是非 コアブース
まで足をお運びください。お待ちしております。

B-24 ハートランド・データ株式会社
近年テレビや雑誌で話題の地元栃木県足利市ココ・ファームワイナリーの「いまこ
こ」
ワインとチーズをご用意しております。
また、毎回大好評のご当地グルメ
「レモン牛乳」
を今年も数量限定でお出しします。
飲んだ人にしか分からないレモン牛乳のお味をぜひ、お試しください。
ご来場、お待ちしております。

B-33 EMS-JPグループ
EMS-JPブースでは今年も沖縄の「オリオンビール」
と
「特性泡盛」
を揃えて皆様の
ご来場をお待ちしております。沖縄の味を楽しみながらEMS-JPの楽しい仲間たちと
語り合いませんか？来ないと
「ダメよ〜ダメダメ」
！

B-34 日本サイプレス株式会社
サイプレスエンジニアが冷たいビールや軽食をご用意してお待ちしております！

B-36 東芝グループ
東芝グループブースでは、
ビール・ワイン・ソフトドリンクとおつまみを準備して、皆様
のお越しをお待ちしております！
ご一緒に、Embeddedの未来を語り合いましょう
！

B-37 株式会社インタフェース
インタフェースは、広島本社と大分工場にちなんだ広島&大分の地酒、焼酎、特産品
を、今回もたっぷり用意しております。
ブース内のあるモノから、驚きの食べ物が出て
くるかも・
・
・
？各種デモ満載の、見所いっぱいのブースです！
皆さまのお越しをお待ちしております。

B-07 株式会社コスモ
コスモでは、美味しい日本酒・焼酎を用意しておりますので、お気軽にお立ち寄
りください。

B-11 株式会社アドバネット
アドバネットブースでは、
イタリアワイン、冷たいビール、
そして、地元岡山のおいしい
カマンベールチーズをご用意して皆様のお越しをお待ちしております。
どうぞお気軽
にお立ち寄りください。

B-16 株式会社ルネサスイーストン
お飲物と簡単なおつまみをご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

B-17 NEC
NECグループブースでは、
ビールや各種焼酎を取り揃えています。
毎年好評のおつまみも準備しておりますので、匂いにつられて皆様がお集まりいただ
けることを、説明員、
スタッフ一同お待ちしております。

B-19 日本キャステム株式会社
お飲み物と簡単なおつまみ、お菓子を用意しております。
お気軽にお立ち寄りください！

B-20 dSPACE Japan株式会社
dSPACEブースへようこそ。今年も本社のあるドイツのビールとワインを中心に
「Made in Germany」
をお届けします。お気軽にお立ち寄りください。

B-29 XMOS LTD
赤ワイン、白ワイン、ローストビーフ、
スモークターキーをご用意して皆様のご来場を
お待ちしております。お気軽に当ブースにお立ち寄りください。新しいアーキテクチャ
を採用したマルチコア・マイクロコントローラ xCORE の魅力をご確認頂けます。

