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「ヨーロッパへようこそ」－欧州視察ミッションのご案内 

バルセロナへようこそ！ 

 

モバイル・セクターB2B ミッション 
 

ミッションについて 
このたび、カタルーニャ州政府 ACCIÓ投資促進局は、日欧産業協力センターの後援の下、スペイン・バルセロナで

2016年 2月に開催される GSMA Mobile World Congress (MWC) の枠組みにおいて、モバイル・セクターに携わる

日本企業を対象に、3日間の B2B ミッションを企画しております。このミッションは、日本企業の皆様に、先見の明

のある企業や革新者達から最新のモバイル・コミュニケーション・トレンドについての見識を得る機会や、今後の協

力の可能性を探るため地方政府関係者や ICT業界のリーダー達と出会う機会を提供いたします。 
 

本ミッションのプログラムは、以下により構成されます： 
 

 MWC 2016の視察（2,000以上の企業により、最先端の商品や将来のモバイル業界を特徴づけるような技

術が展示される見本市にご参加いただけます） 

 MWC 2016の枠組みにおいて開催される ACCIÓ主催の仲介イベントに参加（参加者は製品開発、製造、ラ

イセンス契約、合弁企業または他の協力関係につながり得る、将来的なパートナーと出会うことができます）  

 特定分野の科学技術センター訪問（参加者の皆様には、最も脚光を浴びている技術、研究プロジェクトおよ

びビジネス機会を提示します） 
 

GSMA Mobile World Congress (MWC)は、通信分野のトップ企業や

専門家を一堂に会する、モバイル業界における世界有数のイベン

トであり、2016年には、例年通りバルセロナで開催されます。  

毎年 GSMA MWC には、世界中のモバイル業界を率いるリーダー、

革新者、攪乱者および思想家と出会うのに最良の場所であること

を知っている、何百もの世界最高水準の団体が集います  

2015年のMWCでは、約 30の日本企業がスタンドを出していまし

た（詳しくは以下のリンク先をご覧ください

http://www.mobileworldcongress.com/2015-exhibitors/）。 
 

実施期間 
2016年 2月 22～24日 
  

申込み締切日 
2015年 10月 31日 

ご関心のある皆様は、下記リンク先よりお申込みいただけます。 
http://een-japan.eu/ja/content/february-2016-barcelona-mission  
 

http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/2015-exhibitors/
http://een-japan.eu/ja/content/february-2016-barcelona-mission
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最少催行数 
本ミッションは、2015年 10月 31日までに 5社以上の方にお申込み頂いた時点で、開催が決定されます。 

 

開催地（バルセロナ、カタルーニャ）  
イベリア半島の北東部に位置するカタルーニャ地方は、スペインの中でも、イノベーションと製造分野で先進的な地

域です。国内で国民 1 人あたり GDP が最も高い同地域は、スペインの 16%の人口を擁し、また同国輸出の 25%を

産出しています。スペインに支店を置く外国企業の 41%は、カタルーニャ地方に位置しています。さらにスペインの

観光産業の 28%は同地域に集中しており、カタルーニャ地域は観光業の中心地であるともいえます。  
 

カタルーニャ地方には、活力があり、工業的で、多様性に満ち、企業が活動しやすい経済環境があります。歴史的

に貿易立国であるカタルーニャの経済は、常に世界の他の地域とのつながりに立脚したものでした。カタルーニャ

は長年にわたって世界の他の地域との関連を強め、結びついていくよう努めてきましたが、これが当該地域の主要

な利点となり、カタルーニャ地方を世界中のビジネスマン達が集う、卓越したミーティング・ポイントとしてきました。 

 

対象となる領域  
このミッションは、以下のようなモバイル技術に関連する分野を対象とします： 
 

ハードウェア ソフトウェア その他サービス 

拡張現実(AR) 

アンテナ、アンテナ塔 

Backhaul ソリューション 

バッテリー 

Bluetooth アクセサリ 

コア・ネットワーク装置 

組み込みモバイル 

暗号化とセキュリティ装置 

ジオロケーション 

フェムトセル 

In-buildingシステム 

モノのインターネット(IoT) / M2M 

IPネットワーク装置 

位置特定技術／サービス 

ミドルウェア 

モバイル機器アクセサリ 

モバイル機器 

モバイル・マルチメディア装置 

モデム 

モニタリングシステム／装置 

近距離無線通信技術(NFC) 

ビーコン 

パワー・システムズ 

半導体 

SIM カード、スマートカード 

遠隔測定システム 

テスト・計測装置 

バーチャル・リアリティ 

ウェアラブル 

拡張現実(AR) 

アプリケーション開発 

ビッグデータ／オープンデータ 

コンテンツ・マネジメント 

顧客関係管理(CRM)、統合基幹 

業務システム(ERP)等のシステム 

データ分析 

データ圧縮 

ゲーム 

ジオロケーション 

モノのインターネット(IoT) / M2M 

メッセージング 

モバイル・ブラウザ 

モバイル・エンターテインメント 

モバイル・セキュリティシステム 

モバイル・ソーシャル・ネットワーキ 

ング 

モバイル TV 

ネットワーク・オペレーティング・ソ 

フトウェア 

近距離無線通信技術(NFC) 

ビーコン 

VOIP システム 

バーチャル・リアリティ 

ウェアラブル 

ビッグデータ／オープンデータ 

ビジネス・サポート・システム 

コンサルタント 

クラウド・コンピューティング 

デバイス管理 

デジタル著作権管理 

教育、トレーニング 

財務清算・決算 

虚偽不正管理・ソリューション 

ジオロケーション 

マネージド・ネットワーク・サービス 
(MNS) 

モバイル広告・マーケティング 

モバイル金融サービス 

ネットワーク・マネジメント 

ネットワーク・オペレーター 

ネットワーク・プランニング／デザ 

イン 

オペレーショナル・サポート・シス 

テム(OSS) 

アウトソーシング 

ローミング・ソリューション 

システム・インテグレーション 
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対象となる参加者 
このミッションは、モバイル・セクターにおいて、カタルーニャまたは世界のマーケットでの技術移転や研究機会に関

心を持つ、日本の中小企業や研究機関の皆様を対象としています。  
 

費用 
主催者負担： 
 

 参加企業 1社につき 3泊分のホテル宿泊費（日

欧産業協力センター負担） 

 現地移動費用 （企業訪問時の交通手段、3 日目）

（ACCIÓ負担）  

 歓迎・ネットワーキングイベント（ACCIÓ負担） 
 
 
 
 
 

参加者負担： 
 

 日本からの往復航空運賃  

 空港からホテルへの移動費、ホテルから見本市への移

動費 

 3泊を超える宿泊費 

 主催者負担と明記されていないその他の費用（昼食、夕

食） 

 MWCへの入場料（本ミッション参加者用のビジター・パス

特別料金設定あり）  
 

プログラム（仮） 
 
 午前 午後 夕方 

2016年 2月 21日 日本からご到着– 指定ホテルでのご宿泊 

 

1日目 

2016年 2月 22日 

10:00-10:30: ウェルカム 

ACCIÓ と MWC2016のブリーフ・

イントロダクション（非公式） 

於： Barcelona Fair  

主催：ACCIÓ EEN カタルーニャ・コ

ーディネーター 

11:00-18:00: 

仲介イベントMWC（企業他参加

者とのミーティング）  
+ 

参加者のニーズに応じた見本市

視察プログラム 

18:00: カクテル+ ネッ

トワーキングイベント 

（ACCIÓ EENチーム、

EEN パートナー及び

カタルーニャ企業の

参加） 

 

2日目 

2016年 2月 23日 
 

9:00-17:00: 

仲介イベントMWC（企業他参加

者とのミーティング）  
+ 

参加者のニーズに応じた見本市

視察プログラム 

9:00-17:00: 

仲介イベントMWC（企業他参加

者とのミーティング）  
+ 

参加者のニーズに応じた見本市

視察プログラム 

自由時間 

 

3日目 

2016年 2月 24日 
 

9:00-10:00: 

ACCIÓの CEOによる、カタルー

ニャ地域経済と ACCIÓによる中

小企業支援サービスに関するプ

レゼンテーション  

於： ACCIÓ本部 
10:00-12:00: 

科学技術センター訪問 1 
12:00-14:00: 

科学技術センター訪問 2 

15:00-17:00: 

科学技術センター訪問 3 
 

17:00-18:00: 

モバイル・ワールド・センター訪

問 

自由時間 

2016年 2月 25日 ご出発 

* 全プログラムの使用言語は英語です（日本語への通訳はありません） 

http://www.mobileworldcongress.com/
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訪問予定 

 
I2CAT 
 

I2CATは、最新インターネット・アーキテクチャ、アプリケーションおよびサービ

スに関する研究・開発・イノベーション活動を促進している、ミッション志向の

研究センターです。 同センターは、新しいオープン・イノベーション・フレームワ

ークを擁護し、産官学および最終消費者間のコラボレーションを促進していま

す。  

I2CAT は、欧州及び多国間の研究・開発・イノベーション・プロジェクトに関して

豊富な経験を有しており、eHealth、スマート・シティ／リージョン、高度製造お

よび文化／創造性の分野で、新しい製品・サービス・アプリケーションを開発

するべく、新たな固定／モバイル・ネットワーク・アーキテクチャ、ワイヤレス・センサー・ネットワーク、コンテンツ・ベ

ースのマルチメディア技術等の研究をリードしています。2006年、I2CAT はヨーロッパにおける初期かつスペインに

おける最初の「オープン・リビング・ラボ」として、European Network of Living Labs (ENoLL) により認定されました。 
 

ホームページ: www.i2cat.net 
 
 

EURECAT-Barcelona Digital 
 
ICT分野の先端科学技術センターである、EURECAT-Balcelona Digitalは産業

強化の鍵として、また新たなビジネス機会創出のため、異なる技術を組み合

わせることで新しいものを作り出しています。EURECAT は、知識や技術力をマ

ーケットのニーズに合わせて活用し、応用研究や技術移転、デジタル・イノベ

ーションの普及を通じて、産業界や社会に、付加価値のあるプロポーザルと

革新的なサービスを提供しています。EURECATの研究・開発における専門領

域には、ヘルス、安全、モビリティとエネルギー、食料と環境等が含まれます。  
 

ホームページ: www.bdigital.org  
 
 

Barcelona Supercomputing Center 
 

BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center– Centro Nacional de 

Supercomputación)は、スペインの国立スーパーコンピューティン

グ施設で、2005年 4月に公的に設立されました。BSC-CNSは、

Torre Girona礼拝堂内に、ヨーロッパにおける最も強力なスーパ

ーコンピューターの一つである「マレノストルム」を管理・運営して

います。BSC-CNSの使命は、科学的進歩を促進するために、情

報技術を研究、開発、運営することです。この目的のため、BSC-

CNSは、コンピュータ・サイエンス、生命科学、地球科学、科学お

よびエンジニアリングにおけるコンピュータ・アプリケーションに注

力しています。  
 

ホームページ: www.bsc.es  

 

http://www.bdigital.org/
http://www.bsc.es/
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Mobile World Centre 

 

Mobile World Centreは、Mobile World Capital Barcelona財団と

Telefónica社により創設された官民共同イニシアティブです。バルセロナ

の中心地に位置する同センターは、市民が、いかにモバイル技術の活用

によって人々の生活が向上しているか理解・体験することのできるオー

プン・プラットフォームであり、最先端展示ショールームです。全ての市民

のため、Mobile World Centreは、年間を通じて多種多様な活動、プログ

ラム、コンテンツ展示を一体的に開催しています。  

ホームページ: www.mobileworldcentre.com  
 

B2B ミーティングを希望される方 
2006年以降毎年、Mobile World Congressの会場に於いて、Enterprise Europe Networkのサポートの下、カタルー

ニャ州政府経済雇用省の一部局である ACCIÓが主催する仲介イベントが開催されています。その目的は、モバイ

ル・テクノロジー分野において、ヨーロッパのスタートアップ企業、中小企業、研究グループを支援し、国境を越えた

パートナーシップを始動することにあります。皆様にとって、ネットワークを構築し、露出の機会を得、新たなビジネ

ス機会を模索することのできる、またとない機会です。  

日本からの参加者には、ACCIÓのスタッフによる、参加者のニーズに応じた見本市視察プログムがアレンジされます。  

リンク: 2016 仲介イベントへのリンクは間もなくご利用いただけます。  

 2015仲介イベント: http://mwcbrokerageevent2015.talkb2b.net/  

サイドイベント - Mobile World Congress 

GSMA Mobile World Congress (MWC)は、モ

バイル業界の先駆者たちが集い、協力し、

ビジネスを実践する場です。  

年に一度開催されるこのイベントは、モバイ

ル産業のネットワーキング、新たなビジネス

機会の探求・交渉の場として、世界中で最

適な場所と言えます。 

MWCの会場では、以下のプログラムが実施されます： 

 明確なビジョンが含まれる基調講

演や示唆に富むパネル・ディスカッ

ションからなる国際レベルの会議 

  2,000 社以上の企業による、モバ

イル業界の将来を特徴づけるよう

な、最先端商品や技術の展示 

 モバイル業界ネットワーキングの

世界最大・最良の機会 

 最も先進的なモバイル・ソリューションや世界各地からのイニシアティブを称える、年に一度の Global Mobile 

Awards 授賞式 

Mobile World Congress: http://www.mobileworldcongress.com/  

http://www.mobileworldcentre.com/
http://mwcbrokerageevent2015.talkb2b.net/
http://www.mobileworldcongress.com/
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最寄り空港 

バルセロナ＝エル・プラッツ空港： http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/en/Barcelona-El-Prat.html  
(18 km) 
 

空港からホテルへの移動 
バルセロナ空港から市内中心部への直通バスがあります（チケットはこちらから購入いただけます）。 

市内中心部からホテルへ、またホテルから見本市会場へは地下鉄（より詳しい情報はこちら）またはタクシー（より

詳しい情報はこちら）をご利用いただけます。 
 

ホテル 
 

主催者側では、ホテルの予約は行いません。 

申込み締め切り後、ミッションの開催が決定された後、参加者の皆様には、自身でホテルのご予約を行っていただ

きますようお願いいたします。  

参加者の皆様は、ご自由にホテルをお選びいただけますが、不正・詐欺が生じることを避けるため、MWC のオフィ

シャル宿泊施設パートナー（下記リンク先参照）の中から、お選びいただくことをお勧めいたします。 
http://www.mobileworldcongress.b-network.com/Default.aspx   
 

開催地について - カタルーニャ 
 
カタルーニャ地方は、多様な山岳地形で知られ、海辺から数キロ内陸に入るだけで、海水面から約 3,000 メートル

の山頂に到達します。  
 

地中海の快適な生活環境は一般的によく知られたところですが、カタルーニャ地方ではさらに一歩進め、その良好

な生活スタイルとワークスタイルを見事に融合しています。カタルーニャのイメージは、単に屋外カフェや砂浜のビ

ーチのみならず、短時間のドライブで行くことができ様々なアクティビティを楽しめるピレネー山脈、新鮮な商品満載

の食料マーケット、しばしば新しい才能と融合される種類豊富な地元料理、長い歴史を有するバルセロナのような

都市部、途切れることのない祭りやイベントを楽しむ地元民など、多種多様です。 
 

カタルーニャ地方の世界的に知られた特徴として、見本市の中心都市

の一つであることが挙げられ、実際バルセロナはヨーロッパで第 3位

の見本市開催都市です。 

ICCAの調査によると、過去 5年以上にわたって、バルセロナは見本市

の開催で、519,000人以上という他のどの都市よりも多くの参加者を集

めてきています。バルセロナは、また「Mobile World Capital」であり、

人々の生活や仕事のやり方を変えていく、画期的なモバイ・イニシアテ

ィブを構築・発展させようと試みてきました。 
 

カタルーニャ地方の文化的多様性、国際的な雰囲気、通商立国の伝統等は世界の有能な人材を惹きつけてきまし

た。これにより、あらゆる産業の企業および専門家にとって、カタルーニャ地方は非常に居心地の良い場所である

といえます。 
 

カタルーニャ地方に関する詳しい情報は、下記ホームページでご覧いただけます: 
カタルーニャ州政府 http://web.gencat.cat/en/inici/index.html  

カタルーニャ州投資促進局 http://www.catalonia.com/en/index.jsp  
 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/en/Barcelona-El-Prat.html
http://www.aerobusbcn.com/en/home
http://www.tmb.cat/en/home
http://www.barcelonayellow.com/bcn-transport/51-taxi-companies-barcelona
http://www.mobileworldcongress.b-network.com/Default.aspx
http://web.gencat.cat/en/inici/index.html
http://www.catalonia.com/en/index.jsp
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バルセロナ 
 

海と山の間に抱かれ、バルセロナはその力強い生命力を、傑出した建築群、文化の中心、魅力的な建物や路地裏、

公園等々の形であらわしてきました。ぜひバルセロナにいらして、これらを体験してみてください。  
 

 
 

主催者名 
 

 ACCIÓ投資促進局 www.accio.gencat.cat （エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク：スペイン） 

後援 
 

 日欧産業協力センター www.eu-japan.eu（エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク：日本）  

 

お問い合わせ・連絡先 
 

日欧産業協力センター 欧州事務所 
Tel: +32 2 282 0042 – Fax: +32 2 282 0045 
Rue Marie de Bourgogne, 52 
1000 Bruxelles 
Belgium 
info-eu@een-japan.eu 
 

詳細は下記ホームページでもご覧いただけます：  

http://een-japan.eu/ja/content/welcome-europe-incoming-missions  

http://www.accio.gencat.cat/
http://www.eu-japan.eu/
mailto:info-eu@een-japan.eu
http://een-japan.eu/ja/content/welcome-europe-incoming-missions

