
７展で構成する英国最大のテクノロジー展示会

LONDON TECH SHOW 出展のご案内
会期：2020年３月11-12日
会場：ExCeL London（英国）

日本企業の皆様へ



英国最大のテクノロジー展示会 LONDON TECH SHOW

「クラウド」「DevOps」「サイバーセキュリティ」「IoT」 「ビッグデータ＆AI」 「ブロックチェーン」 「データセンター」の７テーマの
展示会で構成・開催される、LONDON TECH SHOW（ロンドンテックショー）。

世界中のビジネスに影響をもたらす革新的な最先端技術を紹介する場であり、貴社が注力されている領域、新サービス
やソリューション、ビジネスモデルなどを、2万人を超える技術関係者や企業上層部にアピールできる、絶好の機会です。
30のセミナールームでは763人が登壇予定のほか、約600の出展企業およびスポンサーが集結します。

2日間の開催期間中、会場は活気ある市場となり、バイヤーとベンダーが出会い、最新の技術情報を入手し、専門家や
同業他社とのネットワークを拡げることができます。

昨年の来場者21,097人※のうち92％が「2020年も来場したい」と回答。また26%は本部長職以上の企業幹部でした。

LONDON TECH SHOW ご出展の貴重なチャンスを、日本企業の皆様も是非ご活用ください。 ※BPA監査済の数字



昨年度の来場者データより

次年度プロジェクト予算 業界構成 企業規模

32%が予算
1.3億円以上

1,300万円以下

1,300-6,500万円

6.5億円以上

6,500万-1.3億円

1.3億-6.5億円

テクノロジー

通信

その他

金融

製造・建設・運
輸
クラウド

メディア

サービス・販売

教育・ヘルスケ
ア
国・自治体・非営
利
人材・経営・専門サービス



昨年度の出展企業（一例）

毎年、日本企業を含む数多くのグローバル企業が
出展しています。

スタートアップ企業から大企業まで、多様な企業が
出展することから、来場者からだけでなく出展企業
同士の情報交換からも多くのビジネスチャンスが生
まれています。



会場図 ご希望に合わせご出展エリア・ブースタイプをご提案いたします。



最先端テクノロジーをご紹介するセミナープログラム

世界中から各分野トップレベルの専門家が来場・登壇予定です

LONDON TECH SHOWではさまざまな関連セミナーの開催が予定されています。
メインステージでは７つの技術分野それぞれをテーマとしたセミナーが、また７会場に用意される計30のセミナールーム
では、産業やビジネスモデルなどを横串にして各技術分野をとらえたテーマでのセミナーが同時に進行します。



クラウドエキスポ ヨーロッパ（Cloud Expo Europe）

英国最大級のクラウド関連展示会Cloud Expo Europeでは、最新の技術動向を把握し、ニーズを満たすソリューション／サービス
プロバイダーと出会うことで、自社内でのイノベーションの加速、顧客満足度の向上、新たなビジネスモデルの構築を実現できます。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。www.cloudexpoeurope.com

【来場者向けセミナーのテーマ例】

クラウド戦略とそのマネジメント
クラウドインフラストラクチャとストレージ
アプリケーション管理、開発および近代化
エッジコンピューティングの採用と新技術
マルチクラウドの最適化と自動化
クラウドセキュリティ戦略とガバナンス
チャンネルの開発と進化
AI、ML、および分散クラウド
クラウドスキル、文化、コラボレーション

35％が企業のVIP（CIOのITディレクター、CTO、CEO、および責任者を含む）
79％が所属組織でのテクノロジー導入のキーマン、あるいは最終決裁者
96％が会場で新たな企業との出会いがあったと回答
40％がクラウドサービスプロバイダー、60％がエンドユーザーまたはユーザー企業
33％の所属組織の次年度プロジェクト予算は100万ポンド（1億3,000万円）以上

【来場者データ（昨年度）より】



デブオプス・ライブ（DevOps Live）

38％がDevOpsの予算を確保しており、テクノロジーパートナーを募集中
47％が来場から18か月以内にDevOps戦略の予算を執行予定
38％が「DevOpsが組織の変革にどう役立つかを知りたい」と回答

英国最大のDevOpsイベント DevOps Liveは、世界53カ国・4,500人超のクラウドネイティブおよびコンテナの専門家、企業での決裁権者
が来場します。独占的パートナーシップを締結したCNCF(Kubernetes開発）やDocker社を含む50社以上のDevOpsソリューションプロバイ
ダーが出展。 EMEA地域における最先端の展示会として知られるようになりました。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。
www.cloudexpoeurope.com/devops-live

【来場者データ（昨年度）より】【来場者向けセミナーのテーマ例】

高い成果を挙げるチームとカルチャー
企業内DevOps
新たなトレンドー AIOPS、ML、DATAOPS
クラウドネイティブ、コンテナ、マイクロサービス
DevOps開発環境のセキュリティ



クラウド＆サイバーセキュリティ エキスポ
（Cloud & Cyber Security Expo）

31％がCISO、CIO、CEO、IT総括責任者レベル
76％が今後12か月でクラウドとサイバーセキュリティテクノロジーへの投資増を予定
88％がセキュリティサービス・テクノロジー導入のキーマン

世界で数十億ものデバイスがマルチクラウド環境で相互接続され、データの重要性がますます高まる中、基幹システムだけでなく、
エッジ、クラウド、モバイルデバイス、IoTに至るまで、セキュリティ対策が求められています。
Cloud & Cyber Security Expoでは、あらゆるデジタル環境におけるセキュリティ対策、課題解決策を提示します。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。 www.cloudsecurityexpo.com

【来場者データ（昨年度）より】【来場者向けセミナーのテーマ例】

アプリケーションのセキュリティを開発前から考慮する
（DevSecOps)
アイデンティティとアクセスマネジメント（IAM、PAM等）
自動化、AI、機械学習のセキュリティ
セキュリティ戦略の策定とリーダーシップ
ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス
ネットワーク環境のセキュリティ
企業内のクラウドセキュリティ
脅威検出、インテリジェンス、レスポンス
IoTセキュリティ、プライバシーと信頼性
データ保護、暗号化とプライバシー



スマートIoT（Smart IoT）

76％が、所属組織におけるテクノロジー導入における最終決裁者

デジタルトランスフォーメーションが世界中で急速に進み、かつて未接続だった数十億ものデバイスが接続され、未活用だったデータを
活用できるようになりました。Smart IoTでは、人・プロセス・データ・モノをつなぎビジネス価値を高めることのできるさまざまなテクノロ
ジーやサービスをご紹介します。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。 www.smartiotlondon.com

【来場者データ（昨年度）より】【来場者向けセミナーのテーマ例】

IoT セキュリティ、プライバシーと信頼性
AI、自動化とアナリティクス
5Gの影響、ネットワークとコネクティビティ
データマネジメントとインテグレーション
エッジコンピューティングの役割
戦略、スキルとリーダーシップ
ヘルスケア
スマートシティ、モビリティ、スマートビルディング
社会、市民とウェルビーイング
エネルギー、社会インフラ

・サイバー攻撃の¼が2025年までにIoTベースになると予測されている
・世界中の公的IoTプロジェクトでは「スマートシティ」関連が5番目に多く、その45％が欧州
・2020年までに全人類の４倍の数のデバイスがネットワーク接続される見込み
・・・欧州のみならず全世界において急成長中の、ホットなビジネス領域です。



ビッグデータ＆AIワールド
（Big Data & AI World）

82％が自社の購入プロセスに関与
60％が、今後2年間でデータおよびAIソリューションおよび
サービスに10万-500万ポンド（1,300万-6億5,000万円）を投
資すると回答

Big Data＆AI World ではデータマネジメントからデータインテグレーション、機械学習からアナリティクスに至るまで、幅広く製品や
サービス、教育ツールをご紹介します。企業の競争力強化ためには、今やAIはオプションではなく必須となっています。当展示会では
産業からみたビッグデータやAIという切り口も設けます。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。 www.bigdataworld.com

【来場者データ（昨年度）より】【ビッグデータ セミナーのテーマ例】

データマネジメントとインテグレーション
データアーキテクチャとデーターベース
アナリティクス、DataOpsと意思決定
データの質とガバナンス
データプライバシー、セキュリティーと規制
ビジネスインテリジェンスとデータディスカ
バリー
カスタマーエクスペリエンス
データ利用に関する倫理面の考察

【AIワールド セミナーの予定テーマ例】

深層学習のアプリケーション
カスタマーエクスペリエンスとイマーシブ・
テクノロジー

プロセスオートメーションと人的側面
企業内におけるAIスキル
AIOpsの進展
拡張分析と予測分析



ブロックチェーンテクノロジーワールド
（Blockchain Technology World）

82％が以前は知らなかったプロバイダーに出会えたと回答
77％は主要業界の多様なエンドユーザー組織に所属
55％はすでになんらかのブロックチェーンプロジェクトに着手済

Blockchain Technology Worldは、投資家、起業家、イノベーター、開発者、大学関係者などが、ブロックチェーン技術の実地応用に
ついて活発な意見交換を行う場となっています。基調講演やパネルディスカッションでは、ブロックチェーンが金融、サプライチェーン、
農業等の市場においてどのようなかたちで大きなイノベーションをもたらしているかを議論する予定です。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。 www.blockchaintechnologyworld.com

【来場者データ（昨年度）より】【来場者向けセミナーのテーマ例】

金融業界の将来
決済方法の変革
リテール業界におけるブロックチェーン
ヘルスケアや医療におけるブロックチェーン



データセンターワールド（Data Centre World）

72％が1年以内にデータセンター製品・サービスへの増資を希望と回答
（ 2018年は68％が該当）
30％がデータセンターの機器とサービスに毎年100万ポンド(1億3,000万
円）以上を投資
89％が組織への新たなテクノロジー導入における決済者

データセンター業界のトレンド、ビジネス機会、課題をリサーチ・提案し、業界の将来ビジョンを提供してきた、Data Centre World。
12年目となる今回も、データセンターのより効果的な運用を実現するための場として多くの来場者を見込んでいます。

詳しくはウェブサイトでご覧いただけます。 www.datacentreworld.com

【来場者データ（昨年度）より】【来場者向けセミナーのテーマ例】

自動化と最先端技術
デザイン、構築、投資
IT戦略と規制
エッジコンピューティングのイノベーション
熱対策と最新冷却技術
電源、再生可能エネルギーと燃料電池
サイバーセキュリティと物理的なセキュリ
ティー
スキル、人材、研修
DCIM、インテグレーションとインテリジェンス
5Gの影響
コミッショニング、デコミッショニング、ITAD



出展ブース ＆ スポンサーパッケージ

1. スペースのみ 2. シェルスキーム（Shell Scheme)

間仕切壁、床カーペット、社名表示用ボー
ドが含まれたブースセット。その他設備・
備品は自由にご手配いただけます。

ニーズに合わせ様々なサイズ、スタイルの出展ブースをご用意しております。

£699/ m2より
(90,870円/m2より)

3. ターンキー（Turnkey) 4. スタートアップ用ブース

カウンター、電源など最低限の設備がセッ
トされすぐにお使いいただける、シンプル
でコンパクトなスタンドブースセットです。

£1,200/ ブースより
（156,000円/ブースより)

£1,900/ ブースより
（247,000円/ブースより)

受付カウンター、テーブル・椅子、電源な
ど基本的な設備･備品が含まれたブース
セット。オプションサービスもございます。

【出展ブース】

来場者向けセミナーご登壇枠の確保や、展示会前後のマーケティングサービス等を含む「スポンサーシップパッケージ」
もご用意しております。（枠に限りがございますので、お早めにお問い合わせください。）

【スポンサーシップパッケージ】

£679/m2より
（88,270円/m2より)

スペース確保のみのフリープラ
ン契約。スペースの使い方は自
由に設計・ご手配いただけます。

＊上記費用は換算レート1ポンド=130円で計算



会場へのアクセス

LONDON TECH SHOW 会場：ExCeL London (Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, Royal Docks, London E16 1XL)

最寄駅：DLR (Docklands Light Railway) 線 Custom House for ExCeL駅 (ExCeL 西口）またはPrince Regent駅 (ExCeL東口）

ロンドン中心部からのアクセス：地下鉄 Jubilee Line線をご利用いただき、Canning Town 駅でDLR線へお乗り換えいただくのが便利です。
ロンドン地下鉄(Tube)の地図は右記URLにてご覧いただけます。 https://tfl.gov.uk/maps/track/tube

https://tfl.gov.uk/maps/track/tube


お問い合わせ

ご出展に関する詳細・お見積のご希望は、下記までお気軽にお問い合わせください。

日本企業様お問い合わせ窓口：
オー・ビー・エム (オーシャンブリッジ・マネジメント株式会社）
担当： 江口・ベイコン昌子

電話:  英国+44 (0)207 1835413
Email:   info@obm-gb.com
ウェブサイト: https://www.obm-gb.com/ja/

mailto:info@obm-gb.com
https://www.obm-gb.com/ja/

