
 1 | 7 
 

報道各位 

2017年 12月 18日 

株式会社大広 

株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン 

株式会社フィラメント 

 

～ 日本の最新の技術やアイデアが勢ぞろい！世界最大規模のテクノロジー見本市 ～ 

CES2018史上初のジャパンパビリオン「JAPAN TECH」出展企業 12社が決定！ 

2018年 1月 9日～12日の 4日間、米国ネバタ州ラスベガスで開催 

 

 
 

株式会社大広（代表取締役社長 落合寛司）は、2018 年 1 月 9 日～12 日の 4 日間、アメリカ、ネ

バタ州ラスベガスで開催される、CES（旧：Consumer Electronics Show）で、CES 史上初となる日本

パビリオン「JAPAN TECH project」を企画・推進し、最新のテクノロジーをもつ計 12 の企業の出展

をサポートします。 

 

CES2018 にて、イノベーション・アワードを獲得した DouZen などのスタートアップ企業をはじめ、

2018年本格的に米国進出予定のフジ医療器、日本版 Amazon Alexa スキルを開発した江崎グリコ、

革新的な電子本を日米同時発売のプログレス・テクノロジーズ、消費者向け 360°カメラのパイオ

ニアのリコー、日本最大手のクラウドファンディングであるマクアケなどの企業が独自のテクノロジー

とアイデアを持ち寄ります。 

出展企業一覧 ※五十音順 

江崎グリコ/Scentee/Daiko×Yume Cloud/DouZen/VAQSO/Pyrenee/ 

フジ医療器/プログレス・テクノロジーズ/マクアケ/ mui LAB/ユカイ工学/リコー  

 

JAPAN TECH project は、企業の出展サポートだけでなく、ビジネスラウンジでの商談や、ホテル・

ヴェネチアンでのレセプションやミートアップの開催など、ビジネスマッチングを加速させる機会を

豊富にご提供します。会期中はメイン会場である Las Vegas Convention Centreの隣に 2018年か

ら新設の「Design＆Source」エリアでの出展を予定しています。 

 

同プロジェクトは、総合広告会社の株式会社大広、CES 公認エージェンシーの株式会社クリエイテ

ィヴ・ヴィジョン、オープンイノベーション・コンサルファームの株式会社フィラメントの 3 社共同で、

海外進出に高いハードルを感じる日本企業を支援し、日本の誇れる技術を世界へ発信していく活

動です。弊社は、今後も JAPAN TECH project の活動を通して、日本のテクノロジーの未来の開

拓・育成に取り組み、社会とくらしの発展に貢献していくことを目指してまいります。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

【リリースに関するお問合せ先】 株式会社大広 総務局広報部（長谷川） tel:03-6364-8601 

【出展・協賛に関するお問合せ】JAPAN TECH PROJECT窓口（石丸）  tel:06-7174-8499 

tel:06-7174-8499
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１．プレス限定！ 

CES2018 JAPAN TECH project レセプション特別ご招待 

JAPAN TECH project出展企業や投資家、海外プレスの皆様で懇親を深めて頂き、情報交換やビ

ジネスマッチング創出にお役立ていただくためのレセプションです。 

 

開催日時：  2018年 1月 10日 19：00（18：30開場）～22：00 

開催場所：  ホテル・ヴェネチアン スウィートルーム 

レセプション参加のお申し込み方法： 

 

下記の JAPAN TECH project 公式サイトからお申込みください。 

↓↓↓ 

https://ces-japantech.jp/form_reception/ 
 

２．CES主催者が運営する CTATV の撮影に立ち会える！ 

CTAニュースカンファレンスのご案内 

CES 主催者の CTA が運営する CTATV で 1 時間にわたり JAPAN TECH project の概要や出展

内容を生放送でお伝えします。この撮影現場に国内の媒体社様をご案内致します。 

 

下記の JAPAN TECH project 公式サイトからお申込みください。 

↓↓↓ 

https://ces-japantech.jp/form_media/ 
 

３．出展商品の開発秘話や展望を先取りできる！ 

JAPAN TECH project 出展企業への取材のご案内 

CES会期中の取材につきましては、JAPAN TECH公式サイトからお申込みが可能です。 

 

次ページの【出展企業と取材対応者のご紹介】をご参考頂き、下記の URLに必要事項をご入力の

うえ、各自でお申込みをお願い申し上げます。 

 

取材のお申し込み方法： 

 

下記の JAPAN TECH project公式サイトからお申込みください。 

↓↓↓ 

https://ces-japantech.jp/form_media/ 
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【出展企業と取材対応者のご紹介】 

 

 

出展テーマ トレビ水素プラス電解水素水生成器 S1 

出展企業 株式会社フジ医療器 

【企業公式サイト】 https://www.fujiiryoki.co.jp/ 

出展内容 健康的なライフスタイルをお約束する、薬事・特許認定を受けた電解水

素水生成器の出展。 

【詳細はこちら】 https://www.fujiiryoki.co.jp/product/water/ 

出展者プロフィール 【国内向】水口隆司（みずぐちたかし）マーケティング部長 

プロフィール：2009年よりフジ医療器の広報、プロモーション、商品企

画に従事し現在に至る 

【国外向】山本克尚（やまもと かつなり） 海外営業担当 

プロフィール：2013年よりフジ医療器の海外営業に従事し現在に至る 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

 

出展テーマ 食卓サポートシステム「教えて！ぐりこっち」 

出展企業 江崎グリコ株式会社 / Ezaki Glico Company, Limited 

【企業公式サイト】 https://www.glico.com/jp/ 

出展内容 家庭に応じた栄養の摂り方を教えてくれる Amazon Alexa スキル 

「教えて！ぐりこっち」の構想。 

【詳細はこちら】 http://cp.glico.jp/glicotch/ 

出展者プロフィール 調整中 

取材対応可能日 2018年 1月 12日 

 

 

 

出展テーマ 光りが生み出す新しいコミュニケーション「MASU GLASS」 

出展企業 Daiko Advertising Inc. × Yume Cloud Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.yume-cloud.com/ 

出展内容 伝統的な酒器「枡」をモチーフに、日本酒を飲むシーンを光で演出。イ

ンタラクティブなコミュニケーションを生む MASU GLASSグラスを開発。 

出展者プロフィール Yume Cloud： 吉田 大輔（CEO） 

2013年に、共同設立者として、シリコンバレーに Yume Cloud社を設

立。 センシングしたデータの情緒的表現と、商業的活用を目指す。 

久保 健（シニアアーキテクト） 

Daiko： 治部央（クリエイティブディレクター） / 長谷川雄一（デザイナ

ー/プロデューサー） / 石丸小也香（マーケティングディレクター） 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

https://www.fujiiryoki.co.jp/product/water/
http://www.yume-cloud.com/
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出展テーマ RICOH THETAの技術紹介 

出展企業 リコーイメージング株式会社 / RICOH IMAGING COMPANY, LTD 

【企業公式サイト】 www.ricoh.com 

出展内容 RICOH THETAの様々なプラグインを紹介。開発体験も出来ます。 

【詳細はこちら】 www.theta360.com 

出展者プロフィール 高橋忍 （株式会社リコー Smart Vision 事業本部 営業・マーケティン

グセンター 所長 兼 リコーイメージング株式会社 代表取締役社長 

竹内 茂樹 （株式会社リコー Smart Vision事業本部 営業・マーケテ

ィングセンター 営業戦略部 営業企画グループ リーダー） 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ 革新的な電子本「全巻一冊 北斗の拳」 

出展企業 プログレス・テクノロジーズ株式会社/PROGRESS TECHNOLOGIES, Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.progresstech.jp/ 

出展内容 革新的な読書体験！あの「北斗の拳」が 

ハイレゾ超高画質で全巻一冊に。言語切替えも可能。 

【詳細はこちら】 

https://www.kickstarter.com/projects/196861017/fist-of-the-north-

star-innovative-ebook?ref=6c1kd4&token=7679610b 

出展者プロフィール 小西 享（取締役）、坂松 真一郎（プロダクトデザイナー） 

プログレス・テクノロジーズ（株）の設立メンバー。 

世界展開できるテクノロジーを追求・発信中。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ 「Makuake」から誕生したプロジェクト紹介（TISPY等） 

出展企業 株式会社マクアケ /  Makuake, Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.ca-crowdfunding.com 

出展内容 出展内容:「Makuake」から生まれた学習型アルコールガジェッ「TISPY」

やその他商品を展示。 

出展者プロフィール 木内文昭(株式会社マクアケ取締役/Makuake Incubation Studio代表) 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ 好みの香りを覚える AIディフューザ Scentee Machina 

出展企業 Scentee株式会社 / Scentee Japan Inc. 

【企業公式サイト】 https://scentee.com/ 

出展内容 スマホで制御し、香りを選び、楽しめるインタラクティブな次世代の香り

体験！搭載された AIが、あなたの好みの香りを覚える!? 

出展者プロフィール 坪内弘毅 (代表取締役社長 CEO) 

全米・世界で話題になったスマホ香りデバイスの開発者。次世代の AI

ルームディフューザーを新たに開発、再び世界の驚きを！ 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

http://www.ricoh.com/
http://www.theta360.com/
http://www.progresstech.jp/
https://www.kickstarter.com/projects/196861017/fist-of-the-north-star-innovative-ebook?ref=6c1kd4&token=7679610b
https://www.kickstarter.com/projects/196861017/fist-of-the-north-star-innovative-ebook?ref=6c1kd4&token=7679610b
http://www.ca-crowdfunding.com/
https://scentee.com/
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出展テーマ Hale Orb -次世代リビングルーム用インターフェース 

出展企業 DouZen, Inc. 

【企業公式サイト】 http://douzen.com/ 

出展内容 リビングルームでの新 UI体験をハード、ソフト、そしてサービスの統合で

実現する製品です。CES2018 Innovation Award受賞。 

【詳細はこちら】 http://douzen.com/indiegogo_jp/ 

出展者プロフィール 三浦謙太郎（CEO） 

ソニー（株）で VAIO とクリエの商品企画業務を経て米国で DouZenを

設立。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ VAQSO VR / 世界一小さい VR匂いデバイス 

出展企業 VAQSO Inc. 

【企業公式サイト】 https://vaqso.com 

出展内容 VR体験に匂いを加えるデバイス。VRのアクションに連動して、匂いを

感じられることで、リアリティの高い VR体験ができます。 

出展者プロフィール 川口健太郎（CEO/パフューマー） 

世界最小の匂い VRデバイス VAQSO VRを開発。 

日本大学大学院 MBA最年少講師（26歳）。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECHブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ Pyrenee Drive 運転支援デバイス 

出展企業 株式会社 Pyrenee /  Pyrenee Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.pyrenee.net 

出展内容 Pyrenee Driveの紹介ムービーの放映と、プロトタイプによる AIを使っ

た物体認識のデモを行います。 

出展者プロフィール 三野龍太（CEO） 

「人の命を守る楽しい製品」を作るべく Pyreneeを立上げ「Pyrenee 

Drive」の開発に取組む。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

出展テーマ mui 空間に溶け込むインターフェース 

出展企業 mui Lab株式会社 / mui Lab, Inc. 

【企業公式サイト】 http://mui.jp 

出展内容 mui という空間に溶け込むインターフェースを展示し、 

次世代の IoTを提案します。 

出展者プロフィール 大木和典（代表取締役） 

2012年より Nissha USAで活動。2015年 muiコンセプトの実現に向け

てアメリカ・ボストンにて始動。2017年 10月 mui Lab株式会社を設立。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

http://douzen.com/
http://douzen.com/indiegogo_jp/
https://vaqso.com/
http://www.pyrenee.net/
http://mui.jp/


 6 | 7 
 

 

 

 

出展テーマ Qoobo, BOCCO 

出展企業 ユカイ工学株式会社 / Yukai Engineering Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.ux-xu.com/ 

出展内容 しっぽクッション「Qoobo」、家族をつなぐ音声認識ロボット「BOCCO」を

展示します。 

【詳細はこちら】 http://qoobo.info/ 

http://www.bocco.me/ 

出展者プロフィール 青木俊介（CEO） 

チームラボ株式会社、ピクシブ株式会社を経て、2007年ユカイ工学設

立、2011年株式会社化。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

 

 

 

 

 

【特別協賛】 

 

ビッグクラッピー（Big Clapper）が JAPAN TECHを応援します！ 

柔らかい手でパチパチと手を叩き、元気な声でいろんな場面を盛り上げる拍手ロボットです。 

【詳細はこちら】 https://www.bigclappy.com 

協賛企業 バイバイワールド株式会社 / BYE BYE WORLD Inc. 

【企業公式サイト】 http://www.byebyeworld.co.jp 

協賛者プロフィール 髙橋征資（代表取締役） 

2013年バイバイワールド株式会社設立。 

ロボット・玩具の開発とそのアプリケーション開発に従事。 

取材対応可能日 会期中（1/9-12）JAPAN TECH ブース内でご対応可能。 

 

  

http://www.ux-xu.com/
https://www.bigclappy.com/
http://www.byebyeworld.co.jp/


 7 | 7 
 

【JAPAN TECH project運営チーム】 

 

株式会社 大広 / Daiko Advertising Inc. 

【企業公式サイト】 https://www.daiko.co.jp/ 

本プロジェクトの企画・推進、ブランディングを担う。出展者の PR・コミュニケーションをサポート。 

代表者プロフィール 大地 伸和 （執行役員/CTO） 

本プロジェクトの総責任者。幅広い業種・業界と協業してきたノウハウを

活かし、市場性や話題性を見据え、未来を担う企業の発掘をめざす。 

 

株式会社 クリエイティヴ・ヴィジョン / Creative Vision Ltd. 

【企業公式サイト】 https://www.creativevisionworld.com/ 

CES公認販売代理店。出展申請やブース施工、商談を促進するイベントを企画・推進。 

代表者プロフィール 加藤浄海（代表取締役） 

JAPAN TECH PROJECT Founder/Project leader。2013年に株式会社

クリエイティヴ・ヴィジョンを設立、アメリカの展示会への出展サポートサ

ービスの提供に特化。日本で唯一の CES認定代理店 

 

株式会社フィラメント / Filament, Inc. 

【企業公式サイト】 http://thefilament.jp/ 

スタートアップ企業の海外進出や出展支援を担当し、コンペティションや説明会開催を推進。 

代表者プロフィール 森澤友和 （取締役 COO／海外事業責任者） 

外資系製薬会社でのグローバル CRMシステム担当を経て、ロンドン−

ドバイ−上海を横断する MBAプログラムを修了。フィラメントに参画。海

外のイノベーションエコシステムについての知識とネットワークを活かし

コンサルティングを行っている。 

 

 

取材のお申し込み方法： 

 

下記の JAPAN TECH project公式サイトからお申込みください。 

↓↓↓ 

https://ces-japantech.jp/form_media/ 
 

JAPAN TECH project へのお問合せ： 

 

↓↓↓ 

 info@ces-japantech.jp 

 

以 上 

https://www.daiko.co.jp/
https://www.creativevisionworld.com/
http://thefilament.jp/

