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⾃⼰紹介
川端康夫 yasuo@aktivevision.com

アクティブビジョン(株) 代表取締役

• CESに関連する略歴
• 1992年 電通⼊社 営業担当として家電業界

・通信業界を担当→2000年頃からCESに
• 2011年 KDDI株式会社に出向 スタートアップ

関連事業（CVC・インキュベーション）を担当
• 2017年 アクティブビジョン株式会社を創業

スタートアップ・既存企業・⾃治体等の課題解決サポート

• 現在、スタートアップ企業の取締役、⽇本代表、出資者等
としても活動

• 視点軸は、家電→携帯→スタートアップ・既存企業の新規事業と変遷



CES2023実施概要

• 会期：2023年1⽉5〜8⽇（4⽇間）
（2022は1/５−7の３⽇間 ）

• 場所：LVCCなど
• 昨年はSOUTHホールは閉鎖

• 出展社数：約3,000社⾒込（公式サイト）
（2022：約2,300社、2020：約4,400社）

• 来場者数：？？
（ 2022：約４万⼈、2020：約17万⼈）

＊LVCC＝Las Vegas Convention Center



歩き⽅のヒント１：歴史
• CESの歴史から構造を理解する

• CESがConsumer Electronics Showだったころ

• 家電中⼼、LVCC Central中⼼

• ⼤⼿スタートアップ（?）がいるのはVenetian EXPOではない
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歩き⽅のヒント２：会場マップ
• ⼤きくは左記3エリア
• ⼤企業中⼼のEast

• LVCCはEast
• 屋外も要チェック Google/BMW

• スタートアップとカンファレン
スのWest
• VENETIAN EXPO はWest

• Southは近年追加(映像・メディ
ア・クリエーター関係のカン
ファレンス等)

• ホテルで展⽰している会社も

詳細なマップはこちらから
http://www.ces.tech/Show-Floor/Official-Show-Locations.aspx

スタートアップが
いるのはEUREKA

PARKだけではない

http://www.ces.tech/Show-Floor/Official-Show-Locations.aspx






歩き⽅のヒント３：移動⼿段

• 徒歩 →体⼒消耗

• モノレール →Tech Westに⾏きにくい

• タクシー/UBER/Lyft →コスト＆渋滞

• シャトルバス →渋滞＆本数

• LOOP →LVCCと周辺のみ

移動⼿段を制するものはCESを制す

NEW





歩き⽅のヒント４：CES AWARD
• 注⽬される製品をあらかじめ

チェック

• 既に発表されている

• 展⽰もされる

https://www.ces.tech/innovation-awards/honorees.aspx



歩き⽅のヒント５：⾷事（昼⾷）
• タイパとコスパ

• LVCC SOUTHにフードコート

• 買って持参する⽅法も

• 座る場所：LVCC Central 2F等



歩き⽅のヒント６：Twitter + eSIM
• WiFiルーターよりeSIM

• 最新情報はTwitterで



以上のヒントをもとにプランを⽴案
• 事前に出来ることは事前に

• 移動は最⼩限に

• ⾷事や休憩も予定して

• 最新情報をもとにフレキシブ
ルに動く余地も残して

• モバイル機器の電池残量注意

• 最終⽇にはいない出展社も

• 旅⾏保険は万全に

• せっかくのLV滞在を満喫！



注⽬するCES出展スタートアップ3社
• １）EXWAYZ （フランス）
• 3D LIDERのリアルタイムセンシング

• ２）Moldintel （台湾）
• 射出成型プロセスのデジタル化・⾃動化

• ３）mzuri solutions（ナイジェリア）
• アフリカのスモールビジネス向けフィンテック



ご清聴
ありがとうございました

川端康夫 yasuo@aktivevision.com



01 Expert itch　「CE 歩き方」 &A 2022/12/27

Tomorrow Access Confidential

# 質問 回答案

1 会場間 おすすめ 交通手段 何ですか？
徒歩、モノレール、タクシー/ BE /L F 、シャトルバス、Loopなどがあります。目的に応じて使い分けることが肝要です。L CC内
Loop（テスラ地下トンネル）が便利です。公式サイトをご覧ください。
https://www.ces.tech/logistics/in-person/transportation-information.aspx

2 クローク 、 est/Eastそれぞれにある でしょうか？
い、 est/Eastそれぞれにあります。公式サイトをご覧ください。

https://www.ces.tech/logistics/in-person/on-site-services.aspx

3 キックスクーター 持ち込めますか?
禁止されています。公式サイトをご覧ください。
https://www.ces.tech/logistics/in-person/on-site-services.aspx

4 Loop 料金 高い でしょうか？
一部 エリア 無料です。公式サイトをご覧ください。
https://www.ces.tech/logistics/in-person/transportation-information.aspx

5 バス D 廃止された でしょうか？ 廃止されたと言われておりますが、詳細 ご自身にてご確認いただけれ 幸いです。

6 モノレールでおすすめ 切符などあったりしますでしょうか。（回数券やスイカ ようなも ）
スマホで購入できるモバイルチケットが便利です。詳細 モノレール EBサイトなどでご確認ください。
https://www.lvmonorail.com/ticket-information/

7 各会場で 食事事情 どうでしょうか 混雑しており比較的高額です。宿泊先 ホテルなどで事前にサンドイッチやスナックなどを購入しておくことをお勧めします。

8 レンタカー移動者へ アドバイスがあれ お願いします。駐車場 ありますか？
空港～ホテル間 レンタカーでも良いですが、会場周辺 渋滞があり停めるところもほぼありません でCE 会場へ レンタカー移
動 お勧めしません。

9 ど ように効率的に展示 巡回ルートを組むべきでしょう？
ech East、 ech estそれぞれ1日ずつなどまとめて見学することをお勧めします。会場が非常に広い で ech East、 estを1日で

見学すること とても難しいです。

10 「バッジ」 ど ように手に入れれ いい でしょうか？ 様々な場所で入手できますが、空港に到着した際に受け取る もお勧めです。

11
服装について、ウェビナー内でダウンと シャツとありましたが、ど 程度カジュアルな服装で問題ないでしょう
か？

基本的に カジュアルな服装で問題ありません。非常に歩くため、歩きやすい靴や持ち運びしやすい鞄（リュックなど）がお勧めです。

12
CE カテゴリを調査してDB作成してます。「 eb3」など比較的新しいカテゴリだと思いますが、今年 見どころ

ど 辺となりますでしょうか？

弊社CE かんたんガイドブックに、アワードを受賞したサービスをカテゴリー毎に整理しています。見どころ それぞれで異なります
で、ガイドブックや公式サイトをご確認ください。
https://www.ces.tech/innovation-awards/honorees.aspx

13 会場に持ち物規制 ありますか。例え パソコンなど。
持ち込み 制限があります。公式サイトをご確認ください。
https://www.ces.tech/logistics/in-person/safety-and-security.aspx

14 所謂スティーブ・ジョブズ ようなプレゼンが見たい ですが、どこに見に行く がおすすめでしょうか？
キーノートスピーチなど 公式サイトをご確認ください。
https://www.ces.tech/sessions-events/keynotes.aspx

15 予め読んでおくべきおすすめ 本がありましたらご紹介をお願いします。 公式サイト L GI IC 部分や、弊社CE かんたんガイドブック ご購入をご検討ください。

16
今回 CE で注目している企業や業界 ありますでしょうか。もしく 過去印象に残っているも がありましたら
教えてください。

電気自動車などが増える予想ですが、注目 各社見方が異なります で、公式サイトや弊社CE かんたんガイドブック ご購入をご
検討ください。
https://www.ces.tech/exhibits/featured-exhibitors.aspx

17 CE 公式アプリ 使い方についてアドバイスいただきたいです。 展示スペースがわかる地図アプリや、お気に入り機能が便利です。
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# 質問 回答案

18 アワード 性能、デザイン、ソリューション、斬新性、どういった視点による表彰でしょうか？
多数 エキスパートが審査しますが、詳細 分かりか ます。公式サイトをご確認ください。
https://www.ces.tech/innovation-awards/program.aspx

19 食べ物・飲み物って持ち込み出来るんですか?
持ち込み可能かと思われますが、詳細 公式サイトをご確認ください。
https://www.ces.tech/logistics/in-person/safety-and-security.aspx

20 会場内でマスク 必須でしょうか？
ご自身 ご判断にお任せしますが、米国で C ID-19、インフルエンザなどが流行しており、風邪薬 購入も難しい可能性がありま
す。

21 参加者（出展者で ない）とオンライン でど ようにコンタクトとれるでしょうか？ モバイル アプリでコンタクトを許可した人同士が連絡できるようになっています。「Attendee etworking」をご覧ください。

22
デルタという名前が出ていましたが、マニュファクチャラ―で なく、サービサー(かつI じゃない)等で、近年注目
されている会社ですとか既に2023で「こ 会社出るんだ」という会社、ありますか？

CE 公式がフィーチャーする出展企業 こちらです。ご参考になさってください。
https://www.ces.tech/exhibits/featured-exhibitors.aspx


