
「東京ガールズコレクション（以下 TGC）」 は「日本のリアルクローズを世界へ」をテーマに、

2005 年 8 月から年 2 回開催されている史上最大級のファッションイベントです。「第 15

回 東京ガールズコレクション 2012 AUTUMN/WINTER」は、2012 年 10 月 13 日、

さいたまスーパーアリーナにて、のべ約 31,100 人を動員し、開催されました。

TGC の企画・制作を行う F1 メディアは、スマートフォンユーザー増加を踏まえ、イベント

会場で携帯 3G 網だけでなく、公式的な「無線 LAN フリースポット」構築の必要性を強く

感じていました。コンテンツアプリ提供や参加型ゲーム、来場者自らによる SNS 情報発信

への期待など、インターネットやコンテンツ活用をベースとし、さらなるイベントの充実発

展をめざす中、バックボーンインフラとして無線 LAN 構築が必須であると判断され、この

たびご選択されたのがフルノシステムズ「無線 LAN ケータリングサービス」です。 

イベント当日、アリーナ内に設けられた TGC 公式ブースには、４台のフルノシステムズ製

アクセスポイントを設置、TGC 公式無線 LAN フリースポットを構築。カウンターでは、先

行入場など特典のつく「TGC オフィシャルファンクラブ（TGCPremium）」への入会促進、

「ゲーミフィケーションコンテンツ（TGCQuest）」など、無線 LAN を通じて、様々な来場

者サービスが提供されました。また、来場者においても、スマホ用公式アプリの利用でアイ

テムの購入や、SNS ／メールなど、フリースポットが幅広く活用されました。

「無線 LAN ケータリングサービス」は、無線 LAN 機器メーカであるフルノシステムズが、

業務用途に強い自社製品レンタルと、自社のエンジニアリング技術をセットにし、設計・構築・

レンタル・サポートなど、ご要望に合わせてワンストップでご提供するサービスです。 無線

技術のプロであるフルノシステムズの「無線 LAN ケータリングサービス」をご選択により、

リスクの少ないイベント無線環境が実現できるという主催者側メリットに、各方面から大き

な注目が集まっています。

第 15 回 東京ガールズコレクション 2012 AUTUMN/ WINTER」公式ブースにて、
フルノシステムズの「無線 LANケータリングサービス」、来場者向け無線 LANフ
リースポットを実現。

「第 15 回 東京ガールズコレクション 2012 AUTUMN/WINTER」　様
イベント
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無線 LAN ケータリングご採用の背景
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システム構成図：東京ガールズコレクション
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イベントと無線 LAN

1. 主催者提供の無線 LAN 環境とそのメリット

イベント主催者から会場内で提供される「無線 LAN フリースポット」は、携

帯キャリア種別を問わない点から、来場者にとって利便性・公平性が高く、

また主催者側にとっても、積極的なコンテンツ活用であらたな PR 効果につな

げられるなど、双方に多くのメリットがあります。その一方で、不特定多数

の出入りが伴うイベント会場における無線 LAN は、構築設計段階から、十分

な対策が取られていないと、利用状況や通信負荷の変化、外来波の影響など、

想定外のリスクが発生しやすいという傾向もあります。

2. 業務用無線のプロによる設計／構築が、会場で安定稼働のポイント

無線 LAN 機器メーカであるフルノシステムズが、業務用途に強い無線 LAN

機器のレンタルと、自社のエンジニアリング技術をセットにし、設計・構築・

レンタル・サポートを合わせてオールインワンでご提供するサービスが「無

線 LAN ケータリングサービス」です。 本サービスをご利用いただくことで、

イベントなど、限定的な環境下においても「高品質な無線 LAN」を手軽に実

現いただけるものであり、学校・自治体・企業など、多くの業務ユーザー様

に向け、無線 LAN 構築実績を持つフルノシステムズのノウハウが、まさに凝

縮された内容となっています。

【東京ガールズコレクション公式ブース】に設置された

フルノシステムズ製アクセスポイント

【東京ガールズコレクション公式ブース】

「無線 LAN フリースポット」をアナウンス



■お客様情報

【F1 メディアについて】

F1 層を中心ターゲットとした、

１．東京ガールズコレクション (ＴＧＣ)

　　を中心とするイベントの企画、制作 

２．girlswalker.com を中心とするモバ

　　イル及び WEB メディアの開発、運

　　営 

３．モバイル、WEB、交通広告などを

　　組み合せた、クロスメディア広告の

　　企画立案、実施 

４．タレント及びファッションモデルの

　　キャスティング 

５．リサーチ商品およびコラボレート商

　　品の企画・開発、及び販売 

６．携帯専用アフィリエイトサービスの

　　展開

・株式会社 F1 メディア 

http://www.f1media.co.jp/

　　・株式会社 F1 メディア プラットフォーム事業局 ガールズウォーカー事業部 部長

　　佐々木 喜広　様 （談） 

　　・株式会社 F1 メディア プラットフォーム事業局 アフィリエイト事業部 部長

　　磯村 永伍　様 （談）

近年のスマホ普及を背景に、さらに充実したイベントづくりを目指す上で、主催運営側であ

る私たち F1 メディアではアプリ・コンテンツの活用を非常に重要な要素ととらえています。

同時に、多くの来場者様にイベント会場内でコンテンツを広く深く楽しんでいただくため、

「公式 Wi-Fi フリースポット」の提供が、今回開催前の大きな課題でした。

誰もが公平に使える「Wi-Fi サービス」にするためには、携帯キャリアの Wi-Fi に依存しない、

独自のサービスが必要と考え、一時は自社での Wi-Fi 構築も検討しました。しかし、さいた

まスーパーアリーナは３万人クラスの会場であることから、高い構築スキルを持つプロ

フェッショナルの力が必要と考え、問い合わせたのがフルノシステムズさんでした。 

初回打ち合わせ段階から、イベント当日の会場内で想定される点など非常にきめ細かい対応・

ご説明をいただき、3 万人規模の会場における Wi-Fi 構築という、未体験ゾーンに対する私

たちの不安は解消されていきました。

業務用無線機器のメーカであるフルノシステムズさんは、IT 企業や公共自治体、大学などに

多くの無線 NW 構築実績を持っています。弊社にとってその点が非常に大きな安心材料とな

りました。 

イベント当日も、技術立ち会いサポートをいただき、変化する接続状況への対策など、安定

した接続実現に対応いただいたので、多くの利用者にコンテンツを楽しんでもらうことがで

きました。

TGC として初めての「公式 Wi-Fi フリースポット」の提供となった今回は、TGC 公式ブー

ス周辺に限って公式 Wi-Fi のサービスエリアとしましたが、今後はさらなるエリア拡張・利

用者の増加などへの対策が必要になってくるように思います。 

お客様の声

【会場内「無線 LAN フリー

スポット（フルノシステム

ズ提供）」を利用し、スマホ

でコンテンツを楽しむ来場

者

公式コンテンツ／ TGC オフィ

シャルファンクラブ

（TGCPremium）

公式コンテンツ／ゲーミフィ

ケーションコンテンツ

（TGCQuest）
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「無線 LAN ケータリングサービス」構築パートナー　株式会社アプレット

株式会社アプレットは、大手通信会社のプライベートショーや展示会、イベントなどの企画・

制作・運用を手がけ、特に PC やスマートフォン等の展示に欠かせないシステム調整や、ネッ

トワークの設計・構築を得意とする。近年では展示会やイベントでの経験も生かし、フルノ

システムズとの協業により、スマートフォン新機種発表会やセミナー、IT とは直接関係な

いイベントなどでも、有線 / 無線のネットワークを活用するような様々な展開において、コ

ンサルティングから企画・設計・構築まで、ワンストップでのサービスを提供している。

・株式会社アプレット http://www.applet-inc.com/

■「東京ガールズコレクション」について

TGC は、F１層（20 ～ 34 歳女性層）を中心に全国約 100 万人の会員を持つポー

タルサイト 「girlswalker.com」を母体とし、インターネットメディアとの連携性

の強いイベントです。 会場では「リアルクローズ」と呼ばれる比較的手軽な価格帯

のファッションを、有名モデル・タレントが着用するファッションショーが繰り広

げられます。そこでは気に入ったアイテムを携帯電話やスマートフォンから、即時

購入できるしくみが構築されており、有名モデル着用と同じアイテムが購入できる

点は、来場者を惹きつける大きな魅力となっています。

（TGC 公式サイト：http://tgc.st/ 　PC・モバイル共通）

■開催概要

「第 15 回 東京ガールズコレクション 2012 AUTUMN/WINTER」

日時：2012 年 10 月 13 日（土）　開場 13：00　開演 15：00　終演 21：

30

会場：さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さいたま市中央区新都心 8 番地）

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

後援：外務省、観光庁、東京都、さいたま市

協力：さいたま観光国際協会、さいたまスーパーアリーナ

演出：DRUMCAN


