ET/IoT Technology

C-01 株式会社シキノハイテック

2015.11.19（木）17:00〜18:00
E-09
１９日（木）17:00〜18:00、恒例のイベント
「ET/IoT Technologyフェスタ」を開催！ 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、出展各社が
皆様の参加をお待ちしております。

E-17 佐鳥電機株式会社
佐鳥グループブースにてアルコール・軽食を振舞います。
お気軽にお立ち寄りください。

一般社団法人
組込みシステム技術協会（JASA）

JASAブースでは、事務局お勧めのびっくりぽんや！な日本酒と
酒と
す。
温かいおでんを用意して、皆様のご来場をお待ちしております。
一緒にクミコみ業界のミライについて語り合いましょう♪

E-02 インターフェイス株式会社
インターフェイスのブースでは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！

E-23 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飲み物とおつまみをご用
意しております。お気軽にお立ち寄りください。

E-24 横浜パビリオン
横浜の組込み関連企業等で構成する
「横浜パビリオン」
では、横浜の地ビールや
シウマイ、横浜銘菓などをご用意して、みなさま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。

E-31 日本シノプシス合同会社
シノプシス ブースでは、今年も世界各国の個性的なワインを取り揃えて皆さまを
お待ちしております。ステージでは、飛び入り参加OKの「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。お気軽にお立ち寄りください♪

F-03 株式会社SRA／The Qt Company
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。SRA/The Qt Companyブースへどうぞお気
軽にお立ち寄りください。
じっくりとQt開発者とお話されたい方や、Qtのデモもゆっくりとご覧頂くことが
できます。今回は、
レッドハット社と共に、SRAが国内初認定ディストリビュータ
となった"Red Hat Embedded Program"についてもご紹介致します。

フェスタのために
結成された一日限り
のスペシャルバンド。
ぜひメインステージ
にお越しください。

E-05 日本キャステム株式会社
お飲み物と簡単なおつまみをご用意しております。
お気軽にお立ち寄りください！

E-10 三菱電機エンジニアリング株式会社
今年も「ボジョレーヌーボー」
とチーズや東北珍味などを用意して皆様のご来
訪をお待ちします。
メインステージ横のブースで、
ＪＡＺＺライブに浸り、初もののワインを嗜みなが
ら、Embedded談義やNew̲Trendの情報交換など出来れば幸いです。

E-16 日本セーフネット株式会社
セーフネットでは、開発拠点があるイスラエルの『イスラエルワイン』を中心に
拠点のワインとそのおつまみを用意してお待ちしております。
お気軽にお立ち寄りいただきセーフネットのスタッフと新技術について熱く語り
合いましょう。皆様の御越しをお待ちしております。

富山県に本社を構えるシキノハイテックでは、昨年もご好評頂きました、富山県の
おいしい日本酒とおつまみをご用意致します。
スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。どうぞ御気軽にお立ち寄り頂
き、弊社スタッフとの交流をお楽しみください。

C-09 株式会社日立超LSIシステムズ

渡辺明日香 (vocal)
佐津間純 (guitar)
横山裕 (bass)

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-12 萩原電気株式会社
萩原電気ブースでは、
ビールとおつまみをご用意して皆様のご来場をお待ちして
おります。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

D-13〜29 EDA-LPBパビリオン

C-35 DSP Valley パビリオン

樽酒の夕べ。帰ってきた鏡開き！EDAの華、
「樽酒鏡開き」
をEDA-LPBパビリオン
出展企業の協力で復活！
させます。EDSFに出展していた企業もパビリオンに集結
し、
フェスタも盛り上げます。
木枡も多数ご用意して皆さまをお待ちしております。
フェスタ開始前に抽選会もありますので、
スタンプラリーに参加の上、お早めにお
越し下さい。檜香る日本酒を片手に大いに語り合いましょう。

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。

C-36 株式会社ウルトラエックス
厳選された2つの酒蔵の日本酒をご用意しております。
◆入手困難な愛知のお酒『長珍』米本来の旨みを存分に堪能できるお酒です。
◆石川県能登町の秘酒『谷泉』スッキリとした味わいの中にも旨みの残るお酒です。
どちらも簡単には入手できない特別なお酒です。お酒好きの方は、是非弊社ブースに
お立ち寄りください！
！※先着100名様には、枡でお酒をご提供いたします。

D-32 CMエンジニアリング株式会社
ワイヤレスセンサーネットワークの構築に有用な製品とソリューション群を使った
デモシステムや、LSI/FPGAの開発現場で、
すぐに活用いただける設計検証自動
化ツール「SpecInsight」のデモ、
ならびに、ホーチミンに拠点を構えるグループ
会社のご紹介をいたします。ビールやワイン、
日本酒、おつまみをご用意し、IoT/
M2Mの未来展望や、開発現場での日常のお悩みなど、語りたいことがある皆様
のご来場と交流をスタッフ一同、心待ちにしております。

C-39 AVCテクノロジー株式会社
大阪と札幌に拠点がある技術会社です。大阪の地酒、サッポロクラシックビール、
おいしいおつまみを用意してみなさまのお越しをお待ちしております。お酒とおつ
まみでくつろぎながら、試作や組込み機器に対するお困りごとやご要望をお聞か
せください。

D-41 富士通グループ
富士通ブースでは、
「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！
解禁日のボジョレーヌーヴォーをはじめ、三種類のワインをご用意しています。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、
これらを引き立てるおつ
まみのチーズクラッカー、チョコレートとのマリアージュをお楽しみください。

C-42 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、毎年好評な地ビールを今年もご用意しています。組込みソフト
ウェア開発をはじめ、IoTに関する課題などでお悩みがあれば、お気軽にご相談く
ださい。皆様とビールを飲みながら交流を深められることを楽しみにしております。

C-13 株式会社トモエレクトロ
トモエレクトロは、ベトナムにも工場があります。
ベトナムより本場の「フォー」
を作りご来場者の皆様へお配りいたします！冷たい
ビールとよく合いますよ♪ぜひお立ち寄りくださいませ。

C-15 コスモリサーチ株式会社
今年もフェスタに参加します！
！コスモリサーチブースでは、いろいろなおつまみをご
用意しております。お気軽にお立ち寄りください。
ご来場のみなさまと楽しい時間を過ごせることを楽しみにしています。

C-26 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
毎年恒例、
１時間だけのバーがオープンします！素
敵な音楽とお酒で定評の大人の隠れ家、横浜西口「BAR soul on」のバーテン
ダーが、
カクテルを振る舞います。是非、お立ち寄りください！

C-27 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Festa。今年も本拠地長野県塩尻市の地元ワイナリー
様に協賛いただいた名産ワインをご用意します。塩尻のワイン葡萄の収穫量は長
野県下一番で、毎年、世界のワインコンクールで高い評価を受けています。
そんな美味しいワインに合う
「リネオ特製おつまみ」
もご賞味ください。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。

F-26

E-16

E-15

C-39 C-36

ＳＣＳＫブースへようこそ。初出展・フェスタ初参加です。
ＱＩＮｅＳ開発の１拠点である愛知より、開発者達がセレクトした愛知発〜の飲み物
と軽食で、皆様をお迎えします。

F-14 株式会社ビートシステムサービス
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産学連携推進パビリオン
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F-24 Taiwan Pavilion

F-30 STマイクロエレクトロニクス株式会社

F-32 特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト
毎年、大賑わいのTOPPERS/SESSAMEパビリオンです。
今年もお酒とお酒の友をたくさん用意してお待ちしております。
是 非 、この機 会にパビリオンを見 学されてT O P P E R S / S E S S A M Eの雰
囲気を楽しんでください。

F-33 アーム株式会社
アームブースでは、冷たいビールやチューハイなどの各種お飲み物を用意し、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、毎年恒例のARM社員に
よるバンド演奏も披露いたします。ぜひ、お立ち寄りください。

V-10 株式会社CRI・ミドルウェア
「一度は飲んでみたかった！」
こだわりのお酒やジュースと、音や映像の先端技術
を駆使したデモで皆様をお待ちしております！

V-14 悟空株式会社
悟空では、おいしい日本酒・焼酎と、おつまみをご用意してお待ちしております。
お気軽にお立ち寄り下さい。

A-18 日本アルテラ株式会社
今年設立25周年を迎えた日本アルテラでは、
ブースにて日本アルテラ25周年記念
ワインに加え、
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。

ユビキタスブースでは、IoTで必須となる
「デバイス」
「IoTゲートウェイ」
「クラウドプ
ラットフォーム」向けの「セキュアIoT」
「高速起動」
「EMS」
「ドライバーズ認証」
な
どを展示します。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。

B-07 IT津梁の島

沖縄

IT津梁の島沖縄ブース
（B−07）
では、県を代表するオリオンビールと10種の泡盛
をご準備しております！三ツ星かたてにありっかんぱ〜い！しつつ、未来のIoTにつ
いて語り合いましょう
！
IT津梁の島沖縄、沖縄県ブースへのご来場をお待ちしております。

B-08 株式会社ピノー

『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。
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。
フェスタはぜひ「Taiwan Pavilion」へ！

STマイクロエレクトロニクスでは、お飲み物と軽食をご用意していますので、お気
軽にお立ち寄りください。

A-16 株式会社マクニカ
横浜に本社があるマクニカからは地元の横浜ビールと弊社オフィスがある各地の
お酒をご用意してお待ちしております。もちろん、軽食もご用意させて頂きます！こ
れからの IoT について、熱く語り合いましょう
！マクニカグループ一同、皆様のご来
場を心待ちにしております。

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-13〜D29

今年も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。

F-29 株式会社ソシオネクスト

A-14 株式会社テレパワー
☆ 日本酒、
ワイン、おつまみなどをご用意しております！☆
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。(^o^)/

B-06 株式会社ビッツ

設計開発サービスゾーン

F-16 MathWorks Japan

ソシオネクストでは、京都佐々木酒造の樽酒と七味家のあられをご用意してお
待ちしております。お気軽にソシオネクストブースまで足をお運び下さい。

A-08 ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社
初参加のウィンボンドです。参加者の皆様と、楽しく有意義な時間が過ごせます
よう、おいしい飲み物をご用意しております。飲みすぎや、疲れを 癒す台湾茶もご
用意いたします。是非お立ち寄りください。

B-04 株式会社ユビキタス

F-09 SCSK株式会社

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。

A-04 株式会社アットマークテクノ
IoTならやっぱりアルマジロ！〜アットマークテクノは、ARM+Linux組み込みプラッ
トフォームで培った技術をもとに、包括的なIoTソリューションの実現に欠かせな
いIoTゲートウェイをご紹介。ほんのり甘い北海道産ワインを片手に、
あらゆるモノ
がつながるIoT時代を語り合いませんか？北海道富良野産ホップを生のまま使用
した、今秋限定「SAPPORO CLASSIC '15 富良野 VINTAGE」
もご提供。皆
様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

データテクノロジーでは多摩の地ビールを今年もご用意します。例年ご好評を
頂いている多摩を代表する酒蔵 石川酒造のクラフトビール「多摩の恵み、ペー
ルエールボトルコンディション」
とともに、今年発表された「セッションエール、
TOKYO BLUES」
をお楽しみください。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。

ワークショップ
会場

F-05 アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

F-26 日本システム開発株式会社

A-03 株式会社インタフェース
毎年好評いただいています、広島&大分の地酒、焼酎、特産品を今回もたっぷり
ご用意しております。
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ので、お気軽にお立ち寄りください。

B-02 データテクノロジー株式会社

弊社は今回初出展となる台湾のメーカーです。台湾メーカーらしく、台湾のお飲み
物とおつまみやお菓子などをご用意いたしております。
ぜひ弊社ブースへ足をお運びください。社員一同、皆様のお越しをお待ち申し上
げております。

株式会社ビートシステムサービスでは、桃やマスカットの岡山らしい人気の果実酒
のソーダ割りでおもてなし。
さらに定番のビールもご用意いたしました。
ぜひ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-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、
日本地ビール協会推薦、
ビアジャッジによるクラフ
トビール４種をご用意しております。技術担当、マーケティング担当、営業担当、
そ
してパートナー様全員で、みなさまのお越しをお待ちしております！この場でしか聞
けない情報もあるかもしれません！
？ ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

フェスタ初出店！ビールや日本酒、軽食をご用意いたします。
「サバ」
をつまみにし
ながら、注目の「サバ太郎」やＩ
ｏＴ製品をご覧ください。当日はみなさまのお越しを
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。

B-09 株式会社インテック
E-14 株式会社プラックス
プラックスブースでは、冷たいビールをご用意して皆さまのお越しをお待ちして
おります！ ぜひお気軽にお越し下さい！

E-15 オスカーテクノロジー株式会社
初出展のオスカーテクノロジーです。
美味しいお飲み物とおつまみを用意してお待ちしております。
お気軽に当社ブースにお立ち寄りください。

E-19 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静岡名産
の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。
営業・技術スタッフ一同、ご来場の皆様と楽しく交流できますことを楽しみにし
ておりますので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

D-42 ユークエスト株式会社
ユークエスト株式会社は、本年度は宮崎の焼酎「霧島」
と自家製燻製かまぼこ、
各種おつまみをご用意し、
ご来場の皆様をお待ちしております。お気軽にお立ち
寄りください。

D-45 イマジネーションテクノロジーズ株式会社
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。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。

D-62 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。

D-38 株式会社東陽テクニカ
今年もフェスタに参加します！
！東陽テクニカブースでは冷たい缶ビールとおつまみ
を用意して皆様のお越しをお待ちいたしております。
ビジネス、業界の動向など
「一杯やりながら」お気軽 にご相談ください！

D-39 株式会社日新システムズ
日新システムズブースでは、冷たいビールの他、地元京都のお酒をご用意して
おります。俳優佐々木蔵之介さんのご実家（佐々木酒造）のお酒でおもてなし
いたしますので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください！

D-40 NEC
NECグループブースでは、
ビールや焼酎、毎年好評の美味しいおつまみをご用意
しております。説明員、
スタッフ一同、みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

D-43 株式会社エクスモーション
本年も解禁日に合わせてボジョレーヌーヴォーとワインにぴったりのおいしいおつ
まみをご用意いたしました。ゆっくり語るのにふさわしい癒し空間。皆様にお会いで
きることを楽しみにしています。ぜひお立ち寄りください。

D-43 スパークスシステムズジャパン株式会社
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。

D-48〜56 TOHOKUパビリオン
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ものづくりコリド−パビリオン」は、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。
ぜひございん（いらっしゃいませ）!

C-43 東芝グル―プ
東芝グループブースでは、今年も、
ビール・ワイン・日本酒・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、IoT/IoEと
Embeddedのこれからを、語り合いませんか？ ぜひ、お立ち寄りください。

D-02 株式会社グレープシステム
グレープシステムブースでは、毎年大好評の地元野毛「 伝説の餃子 翠葉
餃子 」
と飲み物やおつまみをご用意しております。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-03 フクオカmrubyパビリオン
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。

D-07 丸紅情報システムズ株式会社
今年も冷えたビールや軽いおつまみをご用意いたします。
ご来場の皆様との交流
を社員一同、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-12 SYSGO AG / 株式会社OTSL
SYSGO AG/株式会社OTSLのブースでは19日17:00より、皆さまのお越しを、
ワ
イン及びチーズをご用意してお待ちしております。
リラックスしたひと時を、お楽しみください。

D-34 コントロン ジャパン
コントロンジャパンブースでは昨年に引き続きドイツ・バイエルン州のプランク
ビールを樽でご用意して皆様のお越しをお待ちしております。ビールを片手に
ご来場の皆様と交流・交歓できますことをスタッフ一同楽しみにしております。
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

C-25 株式会社エーアイコーポレーション
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待ちしておりま
す。お気軽にお立ち寄りください。

C-30 キャッツ株式会社
Ｚ
ＩＰＣのＣＡＴＳブースでは、
この日に解禁になるボジョレーヌーヴォー、冷えたビール
やあま〜いお酒、
ノンアルコールとおつまみをご用意しています。気軽にお話ししな
がら製品デモをご覧いただけます。ぜひＣＡＴＳブースにお立ち寄りください。スタッ
フ一同みなさまのお越しをお待ちしております♪♪

C-34 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
「特産泡盛」
をたっぷり揃え
て皆様のご来場をお待ちしております。IoTを肴に沖縄の味を楽しみながら
EMS-JP の楽しい仲間達と語り合いませんか？

C-38 HD-PLC アライアンス
立ち呑み処「HD-PLCアライアンス亭」
（仮称）
では、冷たいビールとおつまみで皆
さまのお立ち寄りを待ってます。
この時間はビジネス、商談は抜きに、楽しく乾杯し
ましょう
！

B-27 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-29 日本サイプレス株式会社
日本サイプレス株式会社はフェスタに参加いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。

インテックでは、地元富山の地酒・銘酒・名産をたっぷりとご用意し、皆さまをおも
てなしいたします。美味しいお酒を飲みながら、皆さま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♪

B-10 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。

B-13 ディジ インターナショナル株式会社
Digiブースでは、
ビールやワイン、
おつまみを取り揃えて説明員、
スタッフ一同お待
ちしております。皆様と楽しく交流させていただきたいと思っています。

B-16 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。

B-18 キヤノンソフトウェア株式会社
冷たいビールとワイン・おつまみを用意して皆様のご来場をお待ちしています。ビ
ジネス、業界、技術動向など、皆様のお考えやご意見など幅広く承りたいと存じま
す。お気軽にお立ち寄りください。

B-22 株式会社エヌ・エム・アール
株式会社エヌ・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！今巷で話題の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楽しく語り合いましょう♪ 是非、弊社ブースまで
お立ち寄り下さいませ♪♪

B-28 株式会社ルネサスイーストン
ルネサスイーストンブースではワインにビール、
ソフトドリンクやおつまみを用意し
て皆様のお越しをお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

