
 世界のITS (高度道路交通システム) 関係者が一堂に集う「ITS世界会議東京2013」が10月14日～18日に東京で開催されます。

1994年に第1回が開催されて以来、今回20回目の節目を迎える東京会議。日本での開催は1995年の横浜、2004年の名古屋に

続く3度目となります。 

 今回の会議は、世界でも最先端レベルのITS開発・実用化が行われている日本の首都・東京での開催ということで、世界から注目を

集めています。各国の政策担当者、研究者、関連企業・団体のトップが集まる場で情報発信が行われ、ネットワーキングを通してのビ

ジネスチャンスの拡大につながると期待されます。  

 東京ビッグサイトで10月15日～18日に行われる展示会および特別イベントに、本状と名刺２枚のご提示で、無料でご入場いただけ

ます。この機会に、日本の新しい成長戦略の一翼を担うITS技術の多様な可能性をぜひ体感してください。 

※ 当日本状をご持参ください     
※ 本状専用受付にて名刺を２枚ご提示ください 

東京ビッグサイト 西ホール／2013年10月15日(火)～18日(金)   

展示会場では、ITS関連技術、商品、システム、サービス等の紹介を通じて、

国、地域、団体、企業、研究者等それぞれの立場を超えた交流が行われま

す。また、会議登録者だけでなく、幅広い分野の企業や団体関係者にも参加

していただきます。ネットワーキングを通してのビジネスチャンスの拡大の場と

しても是非ご活用ください。 

●10月17日（木）、18日（金） 12:30～14:00 ※一般公開日 

 ・ 東京都による公開トークセッション 
  ITSの役割や可能性について、楽しみながらわかりやすく理解できるステージイベント 

  ※17日はタレントの菊川怜さんが参加！ 18日はフリーアナウンサーの政井マヤさんが参加！ 

展示会･･･700小間、130団体が出展 

公式WEBサイト   http://www.itsworldcongress.jp/japanese/ 

●東京ビッグサイト2階 会議受付エリア案内図 

●展示会日時 

 10月15日（火) 11:30～17:30 
 10月16日（水） 9:00～17:30  
 10月17日（木） 9:00～17:30  
 10月18日（金） 9:00～14:00 

 
  注1) 開会式・会議セッション・閉会式への参加は「会議参加登録」が必要です（有料）。 
  注2) 「会議参加登録」を行っていただくと、ショーケース（試乗などデモンストレーション）、 

テクニカルビジット（現地視察）への「事前参加申込」などが可能になります。 
詳しくは、公式WEBサイトをご覧ください。 

展示場内のアトリウムエリアにコーナーを特設し、連日ステージイベントなどを開催します。 
多数の注目イベントを企画し、ご来場をお待ちしております。 

● 展示会期間中： ＩＴＳ世界会議20周年、ＩＴＳの歴史の展示 

当日本状と名刺２枚のご提示で入場無料 

特別イベント･･･一般公開トークセッションを中心に 

●10月15日（火）、16日（水） 12:30～14:00 

 ・ 協調型運転支援と自動運転の将来 
  スピーカー：日米欧自動車会社の研究開発リーダー 

 ・ ITSビッグデータ  
  スピーカー：ICT業界及び行政のリーダー 

展示会・特別イベントのみどころ 

展示会・特別イベントのご案内 展示会入場券 

Booth No.43 

http://www.bigsight.jp/


On October 14-18 the international Intelligent Transport Systems (ITS) community will gather for the ITS World Congress Tokyo 2013. 

The first ITS World Congress took place in 1994, and this year’s 20th Congress marks an important milestone. This is the third time 

the event has been held in Japan, following the 1995 Congress in Yokohama and the 2004 Congress in Nagoya.    

Tokyo is an international leader in ITS development and deployment, and its hosting of this event is attracting worldwide attention. 

Policy-makers, researchers, business executives and industry association leaders from around the globe will come together to 

exchange information at the Congress, which is expected to provide an ideal forum for networking to explore new business 

opportunities. 

In conjunction with the Congress, an exhibition and other events will take place at Tokyo Big Sight on October 15-18. Admission will be 

free of charge for visitors presenting this invitation and two business cards. Don't miss this chance to experience the diverse potential of 

ITS technology, a key element of Japan’s New Growth Strategy. 

Exhibition and Events Entrance Ticket 
Tue. 15 – Fri. 18 October, West Halls, Tokyo Big Sight   

Features of the Exhibition and Events 

Displays of ITS technologies, products, systems and services will provide 

opportunities for cross-sector exchange beyond national and regional 

boundaries or the perspectives of particular groups, companies and 

researchers. The exhibition will be attended not only by Congress participants, 

but also a wide range of businesspeople and industry representatives, creating 

the perfect forum for networking with a view to new business opportunities.  

Exhibition: 700 booths and 130 Exhibitors 

 Official Website: http://www.itsworldcongress.jp 
Notes:  

1. Congress registration (fee applies) is required to attend Congress sessions 

and the opening and closing ceremonies  

2. Congress registration also enables participation in Showcase Demonstrations 

(including test rides) and application for  technical visits to sites outside the 

venue. Please see the official Congress website for details. 

A diverse program of exciting events will take place daily on the atrium stage within the exhibition venue. We look 

forward to seeing you there.  

Entry free of charge  

upon presentation of this invitation  

and two business cards 

Host Organized Events and Public Talk Sessions 

Please bring this invitation with you to the venue. 
Please present two business cards  
at the special reception desk for visitors holding this invitation. 

Plan of Congress reception area on 2nd floor, Tokyo Big Sight 

Dates and Opening Hours 

Tue. October 15:  11:30-17:30 

Wed. October 16:   9:00-17:30 

Thu. October 17:   9:00-17:30 

Fri. October 18:   9:00-14:00 

Tuesday 15 & Wednesday 16 October: 12:30-14:00 

Automated and connected vehicle technologies 
 Speakers: R&D leaders from Japanese, US and European automakers 

ITS big data, business opportunities and public services    

 Speakers: Public and private sector leaders in the ICT field 

Thursday 17 & Friday 18 October: 12:30-14:00 (public days)  

Public talk sessions by Tokyo Metropolitan Government 
 Enjoyable and informative stage events on the role and potential of ITS 

 Note: Talk sessions will feature entertainers Rei Kikukawa on October 17 and Maya Masai on October 18. 

 

 

Displays on the history of 20 ITS World Congresses and the progress of ITS development and 

deployment worldwide will be set up throughout the Exhibition period. 

Booth No.43 

http://www.bigsight.jp/


Booth No.43 

■ゆりかもめ線 

新橋駅から国際展示場正門駅まで約22分 

（下車 徒歩約3分） 
 

■りんかい線  

大崎駅から国際展示場駅まで約13分 

（下車 徒歩約7分） 
 

■空港バス（リムジンバス、京急バス） 

 成田空港から東京ベイ有明ワシントンホテルまで約60分 

（下車 徒歩約3分） 

羽田空港から東京ビッグサイトまで約25分 

東京ビッグサイトへのアクセス 

ITS世界会議HP掲載 展示会場レイアウト図引用 

お問い合わせ 
 

〒110-0005 

東京都台東区上野1-17-6 広小路ビル4階 

電話：03-3833-0733 FAX：03-3833-0732） 
 

コガソフトウェア株式会社 


