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============================================================
1. いよいよ明日開幕！！ 事前登録受付中
============================================================
いよいよ明日、第 15 回「国際オートアフターマーケット EXPO」2017 が開幕となります。
展示会の入場料 1,000 円が無料になる事前登録を受付中です。
ぜひ事前登録をして頂き、会場に足をお運びください。
展示会 ： 第 15 回 国際オートアフターマーケット EXPO2017
同時開催展

第8回

国際自動車通信技術展

会

期 ： 2017 年 3 月 15 日(水)～17 日(金) 10 時～17 時

会

場 ： 東京ビッグサイト 西 3・4 ホール

※ 最終日は 16 時まで

来場者事前登録はこちらから↓
https://www.jcr-convention.jp/event-sys/advance_registration/form.php?id=iaae

============================================================
2. 出展者情報
============================================================
前回を上回る 233 社・団体、428 小間で開催！（前回は 197 社・団体、405 小間）
海外からは中国、台湾、韓国、アメリカ、ドイツ、シンガポール、タイ、パキスタン
と 8 ヵ国・地域から出展いただきます。
出展者リストはこちらから↓
https://www.jcr-convention.jp/app/search/do_search
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============================================================
3. 3/16(木)のセミナーみどころ紹介
============================================================
本号では、3 月 16 日(木)に開催される ATTT セミナーを 2 本ご紹介します。
・題

目

：「ライドシェアの新しい潮流」

・日

時

： 3 月 16 日(木) 14:30～15:15

・講

師

： (株)ドコモ・バイクシェア

代表取締役社長

ジャーナリスト (IT・自動車)
・聴講料

坪谷 寿一 氏

神尾 寿 氏

： 2,000 円（当日登録所にてお支払）

・題

目 ：「自動運転時代の公共交通」

・日

時 ： 3 月 16 日(木) 15:45～16:30

・講

師 ： SB ドライブ(株) 代表取締役社長 兼 CEO
株式会社イード レスポンス 編集長

佐治 友基 氏

三浦 和也 氏

・聴講料 ： 2,000 円（当日登録所にてお支払）

事前申込はすでに終了しております。
有料セミナーにつきましては、展示会登録所にお越しいただき聴講料をお支払いください。
無料セミナーにつきましては、展示会登録所で受付を済ませた後、展示会場内にある
セミナー会場までお越しください。
上記以外にも数多くのジャンルで多数のセミナーを取り揃えております。
詳細の確認はこちらから↓
https://www.jcr-convention.jp/event-sys/time-table2017/conference2017.php

============================================================
4.「飛び出せ! ミライのクルマ!!」セミナーイベントのご紹介
============================================================
イード社レスポンスでは、IAAE 開催期間中である 3 月 15 日と 16 日の 2 日間、
無料セミナーイベント「飛び出せ!ミライのクルマ!!」を行います。
第８回国際自動車通信技術展の展示やカンファレンスの合間に参加できるよう、
聴講料は無料ですが事前登録が必要です。
いずれもコンパクトな 45 分の講演となっています。
聴講料は無料ですが事前の登録後に受講票をお送りしています。
ふるってご参加ください。
＜3/15(水)＞ 13:30 開演～15:30 終演予定
・挨拶
・講演テーマ

レスポンス編集長

三浦 和也 氏

「VR2.0 とモビリティ」

2

東京大学大学院
・講演テーマ

情報理工学系研究科

廣瀬 通孝 教授（45 分＋質疑応答 10 分）

「機械学習とモビリティ」
レイ・フロンティア株式会社

取締役 CCO

澤田 典宏 氏（45 分＋質疑応答 10 分）

＜3/16(木)＞ 13:30 開演～15:30 終演予定
・挨拶

レスポンス編集長

・講演テーマ

三浦 和也 氏

「自動車販売ビジネスモデル崩壊のカウントダウン。正常進化「レベル３車」の
未来とミュータント的「レベル４車」の未来が２０３０年に激突する」
インテル株式会社 戦略企画室 ダイレクタ
名古屋大学 客員准教授

・講演テーマ

野辺 継男 氏（45 分＋質疑応答 10 分）

「レベル 3 自動運転の前に課題あり。ヒトとクルマの究極の HMI とは何か」
エスディーテック株式会社 最高技術責任者

鈴木啓高 取締役（45 分＋質疑応答 10

分）

開催日

： 3 月 15 日(水)・16 日(木)

会

： 東京ビッグサイト会議棟

場

募集人数： 応募者多数の場合は抽選（3/15 分は残りわずか）
聴講料

： 無料

主

： レスポンス「ミライのクルマ」実行委員会

催

詳細 URL： http://response.jp/article/2017/03/06/291621.html
申込 URL： https://questant.jp/q/kurum_mirai_315_316

============================================================
5. 事務局長コラム
============================================================
いよいよ明日開幕です。
国際オートアフターマーケット EXPO と国際自動車通信技術展の開催に合わせて、
無料のセミナーイベント「飛び出せ！ミライのクルマ!!」が開催されます。
3 月 15 日(水)～16 日(木)の二日間にわたって開催されるセミナーの講演テーマは
15 日が「VR2.0 とモビリティ」「機械学習とモビリティ」、
16 日が「自動車販売ビジネスモデル崩壊のカウントダウン」「レベル 3 自動運転。クルマの究極の
HMI とは何か」
などアフターマーケット事業者にも関わりのあるテーマが含まれています。
現在のアフターマーケットに関わるビジネス情報から、将来の自動車に至るまで
幅広い情報が一堂に集まる三日間に東京ビッグサイトまで来ない方が不利益ではないでしょうか。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
国際オートアフターマーケット EXPO
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運営事務局長

松永 博司

-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 公式 Facebook ページで情報発信
「国際オートアフターマーケット EXPO」の公式 Facebook ページにて、
イベント関連情報や業界情報などをアップいたします。
皆様との情報交流が出来ればと考えておりますので、
是非「いいね」をお願いいたします。
▼公式 Facebook

http://www.facebook.com/IAAEconvention

■ 配信の停止について
本メールは「国際オートアフターマーケット EXPO」にご来場登録
いただいたことがある方、およびメールマガジン登録を行って
いただいた方などにお送りしております。
メールマガジンが不要の方は、お手数ですが下記 URL から登録解除を
お願いいたします。
https://www.jemco.jp/event-sys/mailmagazine/form.php?id=iaae
このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
本メールにご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
******************************************************************************************
「国際オートアフターマーケット EXPO」運営事務局
株式会社ジェイシーレゾナンス内
〒104-0045

東京都中央区築地 3-3-2

TEL：03-5565-1642

NEWS 築地 9F

FAX：03-5565-6909

http://www.iaae-jp.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright(C) 2017「国際オートアフターマーケット EXPO」実行委員会
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