
第４回 日本ＩＴＳ推進フォーラム

主催主催主催主催 特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ ＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎ

～誰もが～誰もが～誰もが～誰もが、、、、どこでも快適に移動できる社会の実現に向けてどこでも快適に移動できる社会の実現に向けてどこでも快適に移動できる社会の実現に向けてどこでも快適に移動できる社会の実現に向けて ～～～～

全体スケジュール全体スケジュール全体スケジュール全体スケジュール 午前 午後

１０月３０日（金）

幕張メッセ

国際会議場

2F

１１月１７日（火）
新霞が関ビル

全社協・

灘尾ホール
１１月１８日（水）

ＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウム

東京モーターショーシンポジウム2009
日日日日 時：時：時：時： ２００９年１０月３０日（金）２００９年１０月３０日（金）２００９年１０月３０日（金）２００９年１０月３０日（金） １４：００～１６：３０１４：００～１６：３０１４：００～１６：３０１４：００～１６：３０

会会会会 場：場：場：場： 幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ 国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 ２２２２F

テーマ：テーマ：テーマ：テーマ： ～安全・環境・利便に貢献するＩＴＳ～～安全・環境・利便に貢献するＩＴＳ～～安全・環境・利便に貢献するＩＴＳ～～安全・環境・利便に貢献するＩＴＳ～

ＩＴＳ（高度道路情報システム）は、事故や渋滞、環境対策などの道路交通問題を解決し、安全･安心･快適な移ＩＴＳ（高度道路情報システム）は、事故や渋滞、環境対策などの道路交通問題を解決し、安全･安心･快適な移ＩＴＳ（高度道路情報システム）は、事故や渋滞、環境対策などの道路交通問題を解決し、安全･安心･快適な移ＩＴＳ（高度道路情報システム）は、事故や渋滞、環境対策などの道路交通問題を解決し、安全･安心･快適な移

動を実現する２１世紀の交通システムです。コンピュータや情報通信、センサなどの、先進技術の発達、要素技動を実現する２１世紀の交通システムです。コンピュータや情報通信、センサなどの、先進技術の発達、要素技動を実現する２１世紀の交通システムです。コンピュータや情報通信、センサなどの、先進技術の発達、要素技動を実現する２１世紀の交通システムです。コンピュータや情報通信、センサなどの、先進技術の発達、要素技

術の確立により、ＩＴＳはみなさんの生活の中に溶け込みつつあります。安全・環境・快適をキーワードに、未来術の確立により、ＩＴＳはみなさんの生活の中に溶け込みつつあります。安全・環境・快適をキーワードに、未来術の確立により、ＩＴＳはみなさんの生活の中に溶け込みつつあります。安全・環境・快適をキーワードに、未来術の確立により、ＩＴＳはみなさんの生活の中に溶け込みつつあります。安全・環境・快適をキーワードに、未来

の道路交通の姿をご提案いたします。の道路交通の姿をご提案いたします。の道路交通の姿をご提案いたします。の道路交通の姿をご提案いたします。

ITS総合シンポジウム
日日日日 時：時：時：時： ２００９年１１月１７日（火）２００９年１１月１７日（火）２００９年１１月１７日（火）２００９年１１月１７日（火） １０：００～１６：３０１０：００～１６：３０１０：００～１６：３０１０：００～１６：３０

２００９年１１月１８日（水）２００９年１１月１８日（水）２００９年１１月１８日（水）２００９年１１月１８日（水） １０：００～１６：４０１０：００～１６：４０１０：００～１６：４０１０：００～１６：４０

会会会会 場：場：場：場： 新霞が関ビル全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール

テーマ：テーマ：テーマ：テーマ： ～低炭素社会を目指す道路交通の未来～～低炭素社会を目指す道路交通の未来～～低炭素社会を目指す道路交通の未来～～低炭素社会を目指す道路交通の未来～

後後後後 援：援：援：援： インターネットＩＴＳ協議会インターネットＩＴＳ協議会インターネットＩＴＳ協議会インターネットＩＴＳ協議会

（社）新交通管理システム協会、（社）新交通管理システム協会、（社）新交通管理システム協会、（社）新交通管理システム協会、 （社）電波産業会（社）電波産業会（社）電波産業会（社）電波産業会

（財）道路交通情報通信システムセンター（財）道路交通情報通信システムセンター（財）道路交通情報通信システムセンター（財）道路交通情報通信システムセンター

（財）道路新産業開発機構、（財）道路新産業開発機構、（財）道路新産業開発機構、（財）道路新産業開発機構、 ((((財）日本交通管理技術協会財）日本交通管理技術協会財）日本交通管理技術協会財）日本交通管理技術協会

（財）日本自動車研究所、（財）日本自動車研究所、（財）日本自動車研究所、（財）日本自動車研究所、 （社）日本自動車工業会（社）日本自動車工業会（社）日本自動車工業会（社）日本自動車工業会

（社）日本自動車部品工業会、（社）日本自動車部品工業会、（社）日本自動車部品工業会、（社）日本自動車部品工業会、 （社）日本自動車連盟（社）日本自動車連盟（社）日本自動車連盟（社）日本自動車連盟

（財）日本デジタル道路地図協会（財）日本デジタル道路地図協会（財）日本デジタル道路地図協会（財）日本デジタル道路地図協会

我が国全体のＣＯ２排出量の中で運輸部門が占める割合は約２０％であり、京都議定書目標達成計画におけ我が国全体のＣＯ２排出量の中で運輸部門が占める割合は約２０％であり、京都議定書目標達成計画におけ我が国全体のＣＯ２排出量の中で運輸部門が占める割合は約２０％であり、京都議定書目標達成計画におけ我が国全体のＣＯ２排出量の中で運輸部門が占める割合は約２０％であり、京都議定書目標達成計画におけ

る目標値はる目標値はる目標値はる目標値は240240240240百万ｔ百万ｔ百万ｔ百万ｔ----ＣＯ２であります。この目標達成の施策として、自動車単体対策、交通流対策、ＣＯ２であります。この目標達成の施策として、自動車単体対策、交通流対策、ＣＯ２であります。この目標達成の施策として、自動車単体対策、交通流対策、ＣＯ２であります。この目標達成の施策として、自動車単体対策、交通流対策、ITSITSITSITSの推の推の推の推

進（進（進（進（VICSVICSVICSVICS、、、、ETCETCETCETC、交通信号制御の高度化等）、公共交通機関の利用促進、、交通信号制御の高度化等）、公共交通機関の利用促進、、交通信号制御の高度化等）、公共交通機関の利用促進、、交通信号制御の高度化等）、公共交通機関の利用促進、ICTICTICTICTを活用した交通代替の推進、物を活用した交通代替の推進、物を活用した交通代替の推進、物を活用した交通代替の推進、物

流の効率化等を積極的に推進しています。これらの各施策が効率よく、有効に活用されるためには、施策・流の効率化等を積極的に推進しています。これらの各施策が効率よく、有効に活用されるためには、施策・流の効率化等を積極的に推進しています。これらの各施策が効率よく、有効に活用されるためには、施策・流の効率化等を積極的に推進しています。これらの各施策が効率よく、有効に活用されるためには、施策・

サービスの有効性、必要性、社会貢献度等を広く国民に理解していただく普及促進活動が、ますます重要とサービスの有効性、必要性、社会貢献度等を広く国民に理解していただく普及促進活動が、ますます重要とサービスの有効性、必要性、社会貢献度等を広く国民に理解していただく普及促進活動が、ますます重要とサービスの有効性、必要性、社会貢献度等を広く国民に理解していただく普及促進活動が、ますます重要と

なっています。なっています。なっています。なっています。

東京モーターショー東京モーターショー東京モーターショー東京モーターショー

シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム2009



※講師、演題は予告なく変更となる場合があります。

10

月

30

日

（

金

）

東京モーターショーシンポジウム東京モーターショーシンポジウム東京モーターショーシンポジウム東京モーターショーシンポジウム2009200920092009

幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ

国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 2F2F2F2F

主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶 14141414：：：：00000000～～～～14141414：：：：10101010

渡邉渡邉渡邉渡邉 浩之浩之浩之浩之 ITS Japan ITS Japan ITS Japan ITS Japan 会長会長会長会長

トークショー「インフラ協調安全運転支援システムの昨日・今日・明日」トークショー「インフラ協調安全運転支援システムの昨日・今日・明日」トークショー「インフラ協調安全運転支援システムの昨日・今日・明日」トークショー「インフラ協調安全運転支援システムの昨日・今日・明日」 14141414：：：：10101010～～～～15151515：：：：10101010

櫛田櫛田櫛田櫛田 和光和光和光和光 株式会社本田技術研究所株式会社本田技術研究所株式会社本田技術研究所株式会社本田技術研究所 二輪二輪二輪二輪RRRR＆＆＆＆DDDDセンターセンターセンターセンター 技術開発室技術開発室技術開発室技術開発室 主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員

小迎森一樹小迎森一樹小迎森一樹小迎森一樹 トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社 ITITITIT・・・・ITSITSITSITS企画部企画部企画部企画部 部長部長部長部長

福島福島福島福島 正夫正夫正夫正夫 日産自動車株式会社日産自動車株式会社日産自動車株式会社日産自動車株式会社 電子技術開発本部電子技術開発本部電子技術開発本部電子技術開発本部 ITITITIT・・・・ITSITSITSITS開発部開発部開発部開発部 Engineering DirectorEngineering DirectorEngineering DirectorEngineering Director

吉田吉田吉田吉田 由美由美由美由美 カーライフ・エッセイストカーライフ・エッセイストカーライフ・エッセイストカーライフ・エッセイスト

講演「電気自動車と充電インフラへの取り組み」講演「電気自動車と充電インフラへの取り組み」講演「電気自動車と充電インフラへの取り組み」講演「電気自動車と充電インフラへの取り組み」 15151515：：：：10101010～～～～15151515：：：：50505050

丸田丸田丸田丸田 理理理理 東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社 技術開発研究所技術開発研究所技術開発研究所技術開発研究所 電動推進電動推進電動推進電動推進グループグループグループグループ 主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員

講演講演講演講演 「快適な移動をサポートする「快適な移動をサポートする「快適な移動をサポートする「快適な移動をサポートするITSITSITSITS」」」」 15151515：：：：50505050～～～～16161616：：：：30303030

大西大西大西大西 啓介啓介啓介啓介 株式会社ナビタイムジャパン株式会社ナビタイムジャパン株式会社ナビタイムジャパン株式会社ナビタイムジャパン 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長

※ご参加になるには東京モーターショー会場への入場券が必要です。

会場アクセス会場アクセス会場アクセス会場アクセス 幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ

http://www.tokyo-motorshow.com/guide/index.html

最寄駅：

・ＪＲ海浜幕張駅 徒歩5分

・ＪＲ/京成幕張本郷駅 バス約15分

※シンポジウム会場へは、入場ゲート（東・中央・西）よりご入場頂き、２Fからお越し下さい。



※講師、演題は予告なく変更となる場合があります。

ＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウムＩＴＳ総合シンポジウム
全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール

11

月

17

日

（

火

）

開会の挨拶開会の挨拶開会の挨拶開会の挨拶 10101010：：：：00000000～～～～10101010：：：：10101010

天野天野天野天野 肇肇肇肇 ITS Japan ITS Japan ITS Japan ITS Japan 専務理事専務理事専務理事専務理事

低炭素社会を目指して低炭素社会を目指して低炭素社会を目指して低炭素社会を目指して

基調講演基調講演基調講演基調講演----１１１１ 「地球温暖化の危機と日本の取るべき施策」「地球温暖化の危機と日本の取るべき施策」「地球温暖化の危機と日本の取るべき施策」「地球温暖化の危機と日本の取るべき施策」 10101010：：：：10101010～～～～11111111：：：：10101010

山本山本山本山本 良一良一良一良一 東京大学東京大学東京大学東京大学 生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所 教授教授教授教授

基調講演基調講演基調講演基調講演----２２２２ 「地球温暖化防止に向けた具体的取り組み」「地球温暖化防止に向けた具体的取り組み」「地球温暖化防止に向けた具体的取り組み」「地球温暖化防止に向けた具体的取り組み」 11111111：：：：10101010～～～～12121212：：：：10101010

信時信時信時信時 正人正人正人正人 横浜市横浜市横浜市横浜市 地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策事業本部 本部長本部長本部長本部長

休憩 （昼食） 12121212：：：：10101010～～～～13131313：：：：30303030

講演講演講演講演 「クルマに着目するから出来る低炭素化「クルマに着目するから出来る低炭素化「クルマに着目するから出来る低炭素化「クルマに着目するから出来る低炭素化 諸外国及び我が国の諸外国及び我が国の諸外国及び我が国の諸外国及び我が国のESTESTESTESTの取り組み」の取り組み」の取り組み」の取り組み」

EST：Environmentally Sustainable Transport 環境的に持続可能な交通

13131313：：：：30303030～～～～14141414：：：：10101010

平石平石平石平石 浩之浩之浩之浩之 （株）日本能率協会総合研究所社会環境研究本部（株）日本能率協会総合研究所社会環境研究本部（株）日本能率協会総合研究所社会環境研究本部（株）日本能率協会総合研究所社会環境研究本部 主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員

講演講演講演講演 「スマートグリッドがもたらす新しい社会とモビリティの変革」「スマートグリッドがもたらす新しい社会とモビリティの変革」「スマートグリッドがもたらす新しい社会とモビリティの変革」「スマートグリッドがもたらす新しい社会とモビリティの変革」 14141414：：：：10101010～～～～14141414：：：：50505050

桐原桐原桐原桐原 慎也慎也慎也慎也 アクセンチュア（株）製造流通本部アクセンチュア（株）製造流通本部アクセンチュア（株）製造流通本部アクセンチュア（株）製造流通本部 プリンシパルプリンシパルプリンシパルプリンシパル

休憩 （コーヒーブレイク） 14141414：：：：50505050～～～～15151515：：：：00000000

ＩＴＳに関わる政府の取り組みＩＴＳに関わる政府の取り組みＩＴＳに関わる政府の取り組みＩＴＳに関わる政府の取り組み 司会司会司会司会 天野天野天野天野 肇肇肇肇 ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japan専務理事専務理事専務理事専務理事

講演「講演「講演「講演「ITSITSITSITSの取り組みについて」の取り組みについて」の取り組みについて」の取り組みについて」 15151515：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030

加藤加藤加藤加藤 晃久晃久晃久晃久 警察庁警察庁警察庁警察庁 長官官房参事官長官官房参事官長官官房参事官長官官房参事官

坂中坂中坂中坂中 靖志靖志靖志靖志 総務省総務省総務省総務省 総合通信基盤局総合通信基盤局総合通信基盤局総合通信基盤局 電波部電波部電波部電波部 移動通信課移動通信課移動通信課移動通信課 新世代移動通信システム推進室長新世代移動通信システム推進室長新世代移動通信システム推進室長新世代移動通信システム推進室長

辻本辻本辻本辻本 圭助圭助圭助圭助 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省 製造産業局製造産業局製造産業局製造産業局 自動車課自動車課自動車課自動車課 電池・次世代技術室長電池・次世代技術室長電池・次世代技術室長電池・次世代技術室長 ITSITSITSITS推進室長推進室長推進室長推進室長

大庭大庭大庭大庭 孝之孝之孝之孝之 国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省 道路局道路局道路局道路局 道路交通管理課道路交通管理課道路交通管理課道路交通管理課 高度道路交通システム推進室長高度道路交通システム推進室長高度道路交通システム推進室長高度道路交通システム推進室長

村田村田村田村田 茂樹茂樹茂樹茂樹 国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省 自動車交通局自動車交通局自動車交通局自動車交通局 総務課総務課総務課総務課 企画室長企画室長企画室長企画室長

11

月

18

日

（

水

）

会長講演「会長講演「会長講演「会長講演「ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japanの今後の取り組みについて」の今後の取り組みについて」の今後の取り組みについて」の今後の取り組みについて」 10101010：：：：00000000～～～～10101010：：：：30303030

渡邉渡邉渡邉渡邉 浩之浩之浩之浩之 ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japan 会長会長会長会長

社会還元加速プロジェクトの取り組み社会還元加速プロジェクトの取り組み社会還元加速プロジェクトの取り組み社会還元加速プロジェクトの取り組み

講演「社会還元加速プロジェクトの政府の取り組み」講演「社会還元加速プロジェクトの政府の取り組み」講演「社会還元加速プロジェクトの政府の取り組み」講演「社会還元加速プロジェクトの政府の取り組み」 10101010：：：：30303030～～～～11111111：：：：00000000

廣木廣木廣木廣木 謙三謙三謙三謙三 内閣府内閣府内閣府内閣府 政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 参事官参事官参事官参事官

講演「講演「講演「講演「ITSITSITSITS実証実験モデル都市からの報告」実証実験モデル都市からの報告」実証実験モデル都市からの報告」実証実験モデル都市からの報告」 11111111：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

佐々木佐々木佐々木佐々木 浩文浩文浩文浩文 青森市役所青森市役所青森市役所青森市役所 都市整備部都市政策課都市整備部都市政策課都市整備部都市政策課都市整備部都市政策課 都市政策調整チーム都市政策調整チーム都市政策調整チーム都市政策調整チーム 主幹主幹主幹主幹

加藤加藤加藤加藤 泰泰泰泰 豊田市役所豊田市役所豊田市役所豊田市役所 都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部 調整監調整監調整監調整監

石黒石黒石黒石黒 博博博博 柏市役所柏市役所柏市役所柏市役所 企画部企画部企画部企画部 部長部長部長部長

休憩 （昼食） 12121212：：：：00000000～～～～13131313：：：：00000000

ＩＴＳを拓く未来技術ＩＴＳを拓く未来技術ＩＴＳを拓く未来技術ＩＴＳを拓く未来技術

特別講演「衛星測位技術特別講演「衛星測位技術特別講演「衛星測位技術特別講演「衛星測位技術 日本と海外の現状と将来」日本と海外の現状と将来」日本と海外の現状と将来」日本と海外の現状と将来」 13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000

寺田寺田寺田寺田 弘慈弘慈弘慈弘慈 宇宙航空研究開発機構宇宙航空研究開発機構宇宙航空研究開発機構宇宙航空研究開発機構 QZSSQZSSQZSSQZSS プロジェクトマネージャープロジェクトマネージャープロジェクトマネージャープロジェクトマネージャー

休憩 （コーヒーブレイク） 14141414：：：：00000000～～～～14141414：：：：15151515

ナノテクノロジーが拓く未来社会ナノテクノロジーが拓く未来社会ナノテクノロジーが拓く未来社会ナノテクノロジーが拓く未来社会

講演「ナノテクノロジーとは」講演「ナノテクノロジーとは」講演「ナノテクノロジーとは」講演「ナノテクノロジーとは」 14141414：：：：15151515～～～～14141414：：：：45454545

水谷水谷水谷水谷 亘亘亘亘 （独）産業技術総合研究所（独）産業技術総合研究所（独）産業技術総合研究所（独）産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門ナノテクノロジー研究部門ナノテクノロジー研究部門ナノテクノロジー研究部門 副研究部門長副研究部門長副研究部門長副研究部門長

講演「最先端の半導体技術と未来」講演「最先端の半導体技術と未来」講演「最先端の半導体技術と未来」講演「最先端の半導体技術と未来」 14141414：：：：45454545～～～～15151515：：：：15151515

平本平本平本平本 俊郎俊郎俊郎俊郎 東京大学東京大学東京大学東京大学 生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所 教授教授教授教授

講演「低コスト高効率太陽電池の研究開発と将来」講演「低コスト高効率太陽電池の研究開発と将来」講演「低コスト高効率太陽電池の研究開発と将来」講演「低コスト高効率太陽電池の研究開発と将来」 15151515：：：：15151515～～～～15151515：：：：45454545

山本山本山本山本 将道将道将道将道 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー技術開発部新エネルギー技術開発部新エネルギー技術開発部新エネルギー技術開発部 主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員

講演「講演「講演「講演「心理学から交通社会を捉えなおす心理学から交通社会を捉えなおす心理学から交通社会を捉えなおす心理学から交通社会を捉えなおす」」」」 15151515：：：：45454545～～～～16161616：：：：15151515

三宅三宅三宅三宅 美博美博美博美博 東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学 大学院総合理工学研究科大学院総合理工学研究科大学院総合理工学研究科大学院総合理工学研究科 准教授准教授准教授准教授

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 16161616：：：：15151515～～～～16161616：：：：30303030

閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶 16161616：：：：30303030～～～～16161616：：：：40404040

坂内坂内坂内坂内 正夫正夫正夫正夫 ITS Japan ITS Japan ITS Japan ITS Japan 副会長副会長副会長副会長



会場アクセス会場アクセス会場アクセス会場アクセス 全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール全社協・灘尾ホール

東京都千代田区霞が関東京都千代田区霞が関東京都千代田区霞が関東京都千代田区霞が関

３丁目３番２号３丁目３番２号３丁目３番２号３丁目３番２号

新霞が関ビル１新霞が関ビル１新霞が関ビル１新霞が関ビル１FFFF

地下鉄銀座線「虎ノ門駅」地下鉄銀座線「虎ノ門駅」地下鉄銀座線「虎ノ門駅」地下鉄銀座線「虎ノ門駅」

５番出口より徒歩５分５番出口より徒歩５分５番出口より徒歩５分５番出口より徒歩５分

地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線

「霞ヶ関駅」「霞ヶ関駅」「霞ヶ関駅」「霞ヶ関駅」A13A13A13A13番出口より徒歩８分番出口より徒歩８分番出口より徒歩８分番出口より徒歩８分

http://www5.cao.go.jp/2000/c/1019c-volunteer/map.html
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お問い合わせ

特定非営利活動法人 ITS Japan

東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館ビル

総務グループ イベント／サービス

TEL：03-5777-1012 FAX：03-3434-1755

担当：安川 h-yasukawa@its-jp.org

廣井 y-hiroi@its-jp.org

URL：http://www.its-jp.org


