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申込締切日
2019年

10月15日（火）
http://messe.nikkei.co.jp/fu/
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主催：日本経済新聞社

日経メッセ テクノロジー・ウイーク

（第2回）



■開催概要 

日本経済新聞社は2020年3月3日（火）～6日（金）に「日経メッセ テクノロジー・ウイーク」の総称で「Future 
Office Tech & Facility（オフィステック）」「SECURITY SHOW」「リテールテックJAPAN」の3展示会を同時
開催します。街や店舗の未来を提案する「日経メッセ」から、テクノロジーを切り口に3展示会を選んで再構成。
各分野の有力企業が、最新技術の導入によりビジネスの変革を考えている企業経営者、経営企画部門、情報シス
テム部門、総務・管財部門に向けて、最新システムやIT機器、ソリューションを集中的に展示します。つきましては
貴社のビジネス拡大の機会としてぜひ本展をご活用いただきますようお願い申し上げます。

■名　　称 日経メッセ テクノロジー・ウイーク 
Future Office Tech & Facility 2020（第2回）

■会　　期 2020年3月3日（火）～6日（金） 午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）
■会　　場 幕張メッセ 国際展示場
■主　　催 日本経済新聞社
■展示規模 470社1750小間（同時開催展示会との合計、予定）
■来場者数 13万人（同時開催展示会との合計、予定）
■同時開催 SECURITY SHOW 2020／リテールテックJAPAN 2020

3展合計で
470社1,750小間の

展示規模を予定。
企業の経営者・役員、
経営企画、情報システム、
総務・人事・管財部門などを
主対象に13万人の
動員を目指します！

オフィスの業務効率化、
生産性向上を支援する
最先端のテクノロジー、
設備機器を紹介

展示規模：40社100小間（予定）

防犯カメラや警備システム、
サイバーセキュリティなど、
社会の「安全・安心」を実現する
製品・サービスが一堂に会する
日本最大級のセキュリティ総合展
展示規模：190社600小間（予定）

流通・小売業向けIT機器、サービスが
一堂に集まる日本最大級の専門展。

キャッシュレス決済、
AI活用とデジタルマーケティング、

店舗の働き方改革など、
話題のソリューションも紹介。
展示規模：240社1050小間（予定）

「日経メッセ テクノロジー・ウイーク」の総称で
2020年3月に3展示会を同時開催!
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来場者はこのような課題を
抱えています
（ほんの一例です）
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「小売・流通業」を筆頭に、「製造業」「建築・デザイン」などその
他の業種からもバランス良く来場している

従業員2000人以上が全体の2割、500～2000人以上まで拡げ
ると3割強と従業員規模の大きい企業からの来場が目立つ   

決定権の強い層が多数来場。「絶対的な決定権を持っている」
「決定権の一部を持っている」「影響力は強い」の合計が5割強   

「経営者・役員」「経営企画」が合計で約3割。「総務・人事・経理
財務」「情報システム」を加えると4割強

本展はオフィス変革、働き方改革に関わる企業のキーパーソンと、
各種ソリューションを提供する出展者とのマッチングの場です！

様々なテーマでセミナーを開催。質の高い来場者を誘因！ 

●AI時代を勝ち抜くために必要なこと ●健康経営が実現する生産性の高いワークプレイス 
●RPA本格展開時における課題と成功のポイント ●HRテクノロジーの今後の展望
●デジタルツール×働き方改革など ●業務自動化の実践事例

1
POINT

3
POINT

企業の経営者層など製品・サービス導入に深く関わる
キーパーソンを多数動員！ 2

POINT

ご出展検討にあたってのポイント

■小売・流通業
■製造業
■公共・団体・金融・その他
■建築・デザイン
■情報・通信
■外食・サービス業
■無回答

勤務先業種 勤務先職種
■経営者・役員
■経営企画
■総務・人事・経理財務
■情報システム
■広報宣伝・マーケティング・営業・販売
■商品企画・デザイン・設計
■一般・個人・その他
■無回答

（第2回）

未来のオフィスを支える情報技術とファシリティを募集!
展示・セミナーを通してオフィス改革の最新情報を発信します!!

社員の健康に配慮した
オフィス設計を進めたい

（総務部門オフィス改革プロジェクトリーダー）

人材の適材適所を
もっと効率的に進めたい

（人事部門グローバルHR推進マネージャー）

ルーティン業務のムダを減らし
営業チームの生産性を向上させたい

（営業部門責任者）

業務自動化、効率化を進めているが
現場とのギャップを感じている
（情報システム部門担当者）

全社横断的な働き方改革を推進しており、
目に見える成果につなげるためツールを活用したい

（経営企画部門担当）

働き方改革につながる
製品・サービスの導入をまとめて検討したい

（企業経営者）

製品・サービス等の
導入に関する
決定権や影響力
■絶対的な決定権を持っている
■決定権の一部を持っている
■決定権はないが影響力は強い
■決定権はないが影響力は少しある
■決定権も影響力もほとんどない
■無回答

勤務先従業員数
■2000人以上
■1000～1999人 
■500～999人
■300～499人
■100～299人
■50～99人
■10～49人
■1～9人
■無回答

来場者属性（前回の来場者アンケート結果より n=500）

22.6%

20.4%

17.8%

16.8%

14.8%

6.8%

テーマ例
※前回セミナーテーマより
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■来場動員・広報・宣伝プラン 

■会場レイアウトイメージ

■出展対象／来場対象

会場：幕張メッセ 国際展示場（千葉市美浜区中瀬2-1）

1ホール2ホール3ホール5ホール 4ホール6ホール

2020年3月4日～6日、7～8ホールで「フランチャイズ・ショー」（主催：日本経済新聞社）を開催します。また、3月3日～6日に東京ビッグサイト（東京・有明）で「JAPAN SHOP」
「建築・建材展」「LED NEXT STAGE」を開催し、幕張会場への来場者誘導を積極的に推進します。
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日経グループのメディア活用 日経グループ（新聞、雑誌、インターネット）各媒体に、社告、記事掲載、広告特集など本企画に関する情報を掲載します。

来場対象者へのアプローチ
（ダイレクトメール、インターネット）

日経主催展示会・イベントの過去来場者や日本経済新聞社が保有する顧客リストを活用し、ダイレクトメールの発送や、
メールニュースを実施。またインターネットの検索連動広告なども活用します。

広報・宣伝活動
広報事務局を設置し、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど各メディアに向けて、ニュースリリースを送付。取
材を積極的に誘致します。JR・地下鉄などへの交通広告、インターネット広告、ソーシャルメディア、テレビCMなどで告
知します。

DMチラシ、招待券の配布 招待券セット（招待券付き案内パンフレット1枚と共通招待券3枚、展示会封筒1枚）を250セット×小間数お渡しします
（追加も可能）。

展示会ウェブサイト 企業情報や出展製品の情報を展示会ウェブサイトに登録いただきます。サイト訪問者は、出展者一覧やインデックス、
キーワード検索から、目的の製品・ソリューションを検索することができます。

業務自動化・
生産性向上 RPAツール、チャットボット、AIによる自動文書作成、バックオフィス業務自動化など

業務支援 営業支援システム、マーケティングオートメーション、HRテクノロジー、テレビ・
WEB会議システム、会議室予約システム、文書管理システム、テレワーク支援など

オフィス環境改善 オフィスファシリティ全般（事務機器・情報機器、オフィス空間設計、ファシリティマ
ネジメント）、フードサービス、健康関連機器・ソリューション、オフィス緑化など

出展対象
オフィス変革・働き方改革に関する最新の情報技術とファシリティを幅広く募集します!

来場対象
オフィス改革に関わる

企業のキーパーソンを多数動員します!
オフィスの業務効率化、生産性向上、活性
化の解決策として各種情報技術、ファシリ
ティの導入、実践を検討している企業の経
営者・役員層、経営企画、情報システム、総
務・人事・管財部門のマネージャー層、働き
方改革・業務推進担当など

※前回会場風景



防犯カメラや警備システム、サイバーセキュリティなど、社会の「安全・安心」を実現
する製品・サービスが一堂に会する日本最大級のセキュリティ総合展

流通・小売業のサプライチェーンとマーケティングを進化させる情報システム、機器、
サービスを一堂に紹介する日本最大級の専門展

■同時開催展の紹介
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■役員（社業全般）
■総務・人事・経理財務
■広報・宣伝
■営業・マーケティング
■研究・技術開発
■生産・設計

■購買
■情報・システム開発
■その他
■勤務していない
■無回答

19.4％

6.2％
2.0％

34.4％

7.8％

6.0％
2.6％
7.0％

11.0％

2.8％
0.8％

19.8％

3.4％

13.4％

17.0％
15.2％

5.6％

21.4％

1.4％
2.4％
0.4％

■経営者・役員または相当職
■個人経営・自営業
■部長または相当職
■課長または相当職
■係長・主任または相当職

■専門職・技術職
■一般社員・職員
■その他
■勤務していない
■無回答

13.2％

8.4％

10.8％

7.8％

16.8％
8.0％

7.4％

24.2％

2.4％
1.0％

■1～9人
■10～19人
■20～49人
■50～99人
■100～499人

■500～999人
■1,000～1,999人
■2,000人以上
■勤務していない
■無回答

勤務先職種 勤務先役職 勤務先
従業員数

勤務先業種 勤務先
所属部署

勤務先
従業員数

■小売・飲食業
■卸売業
■日雑・食品メーカー
■レジャー、レンタルショップ、その他サービス業　

■情報・通信機器（流通業向け）
■情報・通信機器（流通業向け除く）
■その他製造業

35.1%

11.5%

2.2%

10.3%

11.8%

11.4%

17.7%

■1～9人
■10～49人
■50～99人
■100～299人

■300～499人
■500～999人
■1000～1999人
■2000人以上

14.8%

9.2%

6.4%

12.0%

9.0%8.0%

10.0%

30.7%

12.6%

22.2%

4.6%30.3%

6.6％

23.8%

■役員・社長室・経営企画室　
■情報・システム開発　
■総務・人事・経理財務　

■販売・マーケティング
■物流・施設管理・購買
■その他

■来場者属性（前回の来場者アンケート結果より n=500）

■来場者属性（前回の来場者アンケート結果より n=500）



■名　　称 日経メッセ特別テーマ展示「Future Office Tech & Facility 2019」
■会　　期 2019年3月5日（火）～8日（金）午前10時～午後5時

（最終日のみ午後4時30分終了）
■会　　場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東3ホール内
■主　　催 日本経済新聞社
■展示規模 11社・56小間（共通スペース含む）
■入 場 料 3,000円（税込、同時開催の展示会と共通）
■同時開催 【東ホール】 リテールテックJAPAN 2019／SECURITY SHOW 2019／

JAPAN SHOP 2019／建築・建材展 2019 
【西ホール】 ライティング・フェア 2019／フランチャイズ・ショー 2019

前回レポート
開催概要 来場者数 

会場マップ／出展者一覧

セミナーステージプログラム

日付 天気 来場者数 累計

3月5日（火） 晴れ 22,713人 22,713人

3月6日（水） 曇り 29,871人 52,584人

3月7日（木） 雨一時曇り 35,501人 88,085人

3月8日（金） 晴れ 39,786人 127,871人

※同時開催のリテールテックJAPANとの合計

インテンザ FU3001
NEC FU3014
FCEプロセス&テクノロジー FU3012
おかん FU3007
オムロン ヘルスケア FU3006
CSE FU3004
同志社大学 FU3011
日経統合システム（日本経済新聞社グループ） FU3009
Be&Do FU3013
PFU FU3015
ヒューマンキャピタルテクノロジー FU3010

FU3015

FU3007

FU3006FU3004

FU3001

FU3010FU3014

FU3013

FU3012

FU3011 FU3009

CSE

ドリンクコーナー

PFU

FCEプロセス&テクノロジー

同志社大学
おかん

ヒューマンキャピタル
テクノロジー

オムロン
ヘルスケア 

インテンザ

NEC

Be&Do

日経統合システム
（日本経済新聞社グループ）

商談スペース

ラウンジ&商談スペース

セミナ－ステージ

3月5日（火） 3月6日（水） 3月7日（木） 3月8日（金）
▶10:30-11:20
AI時代を勝ち抜くために必要なこと
夏野 剛 氏
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 
特別招聘教授

▶10:30-11:20
「働きやすさ」と「働きがい」の
2軸で働き方改革を成功に導く
山本 寛 氏
青山学院大学 経営学部 教授

▶10:30-11:20
働き方改革を成功に導くIT戦略とは?
舘野 真人 氏
アイ・ティ・アール  取締役／シニア・アナリスト

▶10:30-11:20
働き方改革を促進する
デジタルワークプレイス
黒崎 浩 氏
野村総合研究所 
コーポレートイノベーションコンサルティング部 
ソリューションプリンシパル

▶13:30-13:50
辞めない会社の作り方
渡邊 大介 氏
ヒューマンキャピタルテクノロジー取締役

▶14:00-14:20
自分でできる！
NECのRPAによる業務効率化
～NEC Software Robot Solution～
NECより

▶11:30-11:50
日本経済新聞社グループで実践、
デジタルツール×働き方改革
野村 明利 氏
日経統合システム ソリューション事業本部 
開発グループ

▶11:30-11:50
日本経済新聞社グループで実践、
デジタルツール×働き方改革
野村 明利 氏
日経統合システム ソリューション事業本部 
開発グループ

▶14:40-15:30
HRテクノロジーの今後の展望
岩本 隆 氏
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授

▶14:40-15:30
RPAの本格展開時における
課題と成功へのポイント
安部 慶喜 氏
アビームコンサルティング 
戦略ビジネスユニット 執行役員 プリンシパル

▶14:00～14:20
今さら聞けないRPAの『いろは』と
活用の『勘所』
永田 純一郎 氏
FCEプロセス&テクノロジー 代表取締役社長

▶13:30-13:50
従業員の健康づくりから始める
働き方改革
清水 要 氏
おかん カスタマーサクセスグループ
グループ責任者

▶14:40-15:30
健康経営が実現する
生産性の高いワークプレイス
似内 志朗 氏
日本ファシリティマネジメント協会
健康経営タスクフォース／日本郵政不動産

▶14:00-14:20
経理・購買部門の
紙文書業務自動化による実践事例
向井田 絵里 氏
PFU 業務統括部 ソリューション購買部
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主な広報・PR 

来場者アンケート（n=500） 

SNS広告

レクタングル広告

3月5日 日本経済新聞 朝刊 全15段

会場配布パンフレット特別招待券送付
（企業の経営企画、情報システム部門、総務・人事部門の
部門長層を対象に特別招待券を送付）

ダイレクトメール用パンフレット（日経メッセ過去来場者など数十万件発送）

メールマガジン
日本経済新聞社主催イベントの過去来場者、
日本経済新聞電子版登録者などに複数回配信

公式サイト http://messe.nikkei.co.jp/fu/
ページビュー＝2,374,353ページビュー（2/1～3/8）
Q&A＝225件の質問と685件の回答
※日経メッセ全体の数字

■大変参考になった
■参考になった
■普通だった
■あまり参考にならなかった
■参考にならなかった
■無回答

■大変成功している
■成功している
■まあまあ成功している
■あまり成功していない
■成功していない
■まだ取り組んでいない
■わからない
■無回答

本展をご覧になって、参考になりましたか ご来場の理由（複数回答可）

■東京23区内
■首都圏（東京区部を除く）
■その他の関東地区
■北海道
■東北
■中部
■近畿
■中国・四国
■九州・沖縄
■無回答

■24歳以下
■25～29歳
■30～34歳
■35～39歳
■40～44歳
■45～49歳
■50～54歳
■55～59歳
■60～64歳
■65歳以上

25.4%

60.8%

11%

1.6%
0.4%
0.8%

3.4%

13.2%

33.2%
21.2%

3%

12.6%

12.2%

1.2% ■出展者・展示内容が充実しているから
■同時開催展が充実しているから
■セミナーが充実しているから
■他社主催の展示会と比べ参考になるから
■日本経済新聞社主催だから
■案内をもらったから
■上司や知人に勧められたから
■その他

働き方改革・オフィス変革の進捗状況について

1.2%
4.4%

6.4%

7.4%

9.4%

12.2%

16.2%
14.4%

9.8%

18.6%

3%

53.6%

17.8%

8.6%

0.8%
1.6% 7%

4.8%
2%

0.8%

0 10 20 30 40 50

49.8%

28.8%

9.2%

6.8%

10.2%

28.6%

6.8%

1.6%

勤務先

年齢
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■出展料金・小間仕様など

■セット装飾・オプションパーツ

▶出展料金
1小間あたりの出展小間料（税別）

出展小間数 出展小間料

1小間 430,000円 （税込み 473,000円）

2小間～11小間 390,000円 （税込み 429,000円）

12小間以上 370,000円 （税込み 407,000円）

共同出展登録料（税別）
複数社での共同出展をする場合にご請求します。

追加1社あたり 50,000円（税込み 55,000円）

※複数企業による共同出展は、1社につき1小間以上でお申し込みください。
例えば2小間の場合は合計で3社以上になる共同出展はできません。

＊例1： 1小間で出展する場合の出展料金
 430,000円×1小間＝430,000円（税別）
＊例2： 4小間を2社で共同出展する場合の出展料金
 390,000円×4小間+50,000円（共同出展登録料）＝1,610,000円（税別）

▶小間位置の決定
会場全体のレイアウトは、出展者数、展示小間数などを考慮して主催
者が作成します。各社の小間位置は出展者説明会で行われる「小間割
り抽選会」で決定します。

【お問い合わせ先】 日経展示会事務局（日経イベント・プロ内）　Tel. 03-6812-8689　Fax. 03-6812-8649　eメール : machi-jimu@nex.nikkei.co.jp

基礎小間仕様

基礎小間の壁面はシステムパネルを使用します。
●基礎小間には社名板、カーペット、テーブル、イス、照明器具などの備品はつき
ません。

●4辺に隣接する小間がない独立小間（12小間以上）は、スペースのみの提供とな
ります。上記基礎小間の壁面（バックパネル、袖パネルなど）はつきません。

●基本部材であるポール（アルミ）、ビーム（アルミ）、パネル（3.8mm合板に両面
塩ビシート貼り）などはすべてリユース品です。

●部材に対して画びょうや釘・ネジの使用はできません。
●壁面にパネル類を両面テープで付けたり、カッティングシートを貼ったりする
ことはできますが、撤去時に必ず原状復帰してください。

●部材を破損した場合は、破損料の実費を請求させていただきます。
●両面テープでは付かないようなパネル類の取り付けは、フックとチェーンを
使って壁面パネル上部のビームより吊り下げることができます。

セット装飾ベーシックプランとオプションパーツ（展示台、照明、各種レンタル備品）を組み合わせることにより出展形態および出展製品
に合わせた独自の小間装飾を行うことができます。詳細は出展者説明会でご案内します。

30
0

300

セット装飾1小間 83,000円
オプションパーツ 114,750円

合計 197,750円

金額（税別）

会社名

2,930mm

2,700
mm

2,950mm

セット装飾（1小間）例

セット装飾2小間 128,000円
オプションパーツ 175,150円

合計 303,150円

金額（税別）

会社名

2,700mm

5,940mm

セット装飾（2小間）例

小間形状 四方が通路になる独立小間は12小間以上の場合となります。なお、4小間でご出展の場合は単列（1×4）、複列（2×2）のいずれかの小間形状をお選びください。
また2小間の場合は角小間（2面開放）、4小間の場合はメイン通路沿いの角小間（2面開放または3面開放）で配置する予定です。

高さ6m

高さ2.7m

通路

通路

通
路

通
路12小間

12小間以上＝独立小間
通路から1m以内は高さ2.7mまで。それ以外は高さ6mまで。

6小間、8小間、9小間、10小間
隣接小間、後壁、通路から1m以内は高さ2.7mまで。
それ以外は高さ6mまで。

高さ6m

高さ2.7m

6小間

隣接小間

システムパネル

5小間以下
隣接小間、後壁から1m以内は高さ2.7mまで。
それ以外は高さ4mまで。

3小間

2小間 1小間

システムパネル

高さ4m

高さ2.7m

出展料金の支払日にかかわらず、本展示会の開催期間中の消費税率が適用されます。2019年10月1日より、消費税率は現行の8%から
10％に引き上げられる予定です。
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■出展に関する諸経費 （出展料金以外に発生するおもな経費）　※詳細は出展者説明会でご案内します。

■セキュリティ&オフィス改革ソリューションステージ

展示会場内に、出展者が利用できるオープンなセミナースペースを設置します。オフィス改革の新製品発表やソリューション提案、事例
紹介などのプログラムを実施することができます。自社展示ブースとの複合的な情報発信にご活用ください。（SECURITY SHOWとの
合同セミナーステージです）
●講演時間 1枠＝30分
●設　　備 座席数＝約100席（立ち見も可能）
 機　材＝音響設備、プロジェクター、スクリーンなど（予定）
●参加費用 100,000円（税別）／1枠
●申込方法 出展申し込みの際、「ソリューションステージ」欄にご記入のうえお申し込みください。
 希望時間帯が重なった場合は、先着順にて決定いたします。

お申し込みいただきました出展者へは、出展者説明会後に展示会事務局より実施の詳細をご連絡します。

3月3日（火） 3月4日（水） 3月5日（木） 3月6日（金）

A-1 14:20～14:50 B-1 14:20～14:50 C-1 14:20～14:50 D-1 14:20～14:50

A-2 15:10～15:40 B-2 15:10～15:40 C-2 15:10～15:40 D-2 15:10～15:40

A-3 16:00～16:30 B-3 16:00～16:30 C-3 16:00～16:30

▶招待券セット・バッジ
招待券セット、VIP招待状セット、出展者バッジ・作業員バッジを下記の要領で出展者に配布します。招待券セットを追加でご希望の場合
は、無料でご提供します。なお、自社の封筒を使うなど展示会封筒が不要な場合は、案内パンフレット、共通招待券のみ配布します。出展者
バッジ・作業員バッジの追加は有料です。封筒の要・不要、招待券セットやバッジの追加は、出展者説明会で配布する「出展細則・提出書類」
で承ります。

内容 規定配布分（無料） 追加配布 備考

招待券セット 250セット×小間数 ご希望枚数（無料・申し込み順） 招待券付き案内パンフレット1枚、共通招待券3枚、展示会封筒1枚

VIP招待状セット 1社10セット ̶̶̶ VIP招待状1枚、招待券付き案内パンフレット1枚、封筒1枚

出展者バッジ 5個×小間数 1個300円（税込み） 会期中・搬入出期間とも有効

作業員バッジ 5個×小間数 1個100円（税込み） 搬入出期間のみ有効

▶電気工事費・電気使用料金
出展者の指定する位置に電気の配線と開閉器（ブレーカー）を設置します。配線および設置工事費は出展者の負担となります。電気工事費
（小間までの配線と開閉器設置工事費、電気使用料金を含む）は、1kWあたり12,000円（単相100V、単・三相200Vとも同料金、いずれも
税別）です。電気工事費についての詳細は出展者説明会で配布する「出展細則・提出書類」でご案内します。開閉器から小間内の電気配線
工事は各出展者で行ってください。

▶通信回線
小間内には高速共有光回線、アナログ回線、フレッツ回線、ブース間LAN接続などの各種通信回線を有料で設置することができます。

▶自社小間の装飾
主催者が提供する基礎小間には、隣接する出展者との境の壁面（システムパネル）のみ設置されます（7ページ参照）。小間装飾は、各出展
者の手配・負担で行ってください（社名板、カーペット、テーブル、イス、電源、照明器具などは一切ついていません）。なお、展示会事務局で
も別途有料でセット装飾やオプションパーツ（レンタル備品）をご用意しています。詳細は出展者説明会でご案内します。
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■ウェブサイト http://messe.nikkei.co.jp/fu/

■広告のご案内 広告メニューは追加になる場合があります。詳しくは12月の出展者説明会で配布する「出展細則・提出書類」でご案内します。
お申し込みは出展者説明会以降に承ります。

▶会場マップ広告
Future Office Tech & Facilityをはじめ同時開催全展共通で、持ち歩きや
すい会場マップを来場者に無料配布します。出展する展示会と同じ面に掲
載される広告スペースは、自社小間への集客手段に最適です。

広告料金

スペース 仕様 料金（税別） サイズ（天地×左右mm）

2枠 4色 600,000円 50×123

1枠 4色 300,000円 50×60

●広告を掲載する出展者ブースを着色し、来場者にわかりやすく表示します。
●枠数に限りがありますので先着順で受け付けます。

▶ウェブサイト広告
Future Office Tech & Facilityのウェブサイトに、バナー広告のスペース
をご用意しています。バナー広告はFuture Office Tech & Facilityのウェ
ブサイトほぼ全ページにわたって掲載されるため、自社小間への集客や来
場者へのアプローチに適しています。

広告料金

期間 月間広告料金（税別） 掲載社数 想定ページビュー

A期間（2月・3月） 300,000円 1展示会あたり1社 50,000PV／月

B期間（4月～1月） 100,000円 1展示会あたり1社 10,000PV／月

●想定ページビューは参考値であり、この回数の表示を保証するものではありません。
●広告枠の空き状況については展示会事務局までお問い合わせください。

体 　 　 裁 A1サイズ（予定、両面・4色）
内 　 　 容 「会場図面」「出展者一覧」など
発 行 日 2020年3月3日（火）
発 行 部 数 150,000部（予定、来場者に無料配布）

掲 載 期 間 月単位（毎月1日～月末まで掲載）
サ イ ズ 天地250ピクセル×左右300ピクセル
ファイルサイズ GIF／JPEG／PNG 150KB以内
アニメーション 35秒以内に停止

前回の会場マップ
※実際のレイアウト等は一部
変更になる場合があります。

Future Office Tech & Facilityでは、展示会と出展者、オフィス改革に関わる最新の情報を発信し、出展者と来場者のコミュニケーショ
ンをサポートするウェブサイトを開設しており、出展者は、企業情報の登録を通じてこのウェブサイトに参加していただきます。多くの
来場者がサイトを利用し、2019年は2月からの約40日間で2,374,353件（同時開催全展示会合計）のページビューがありました。製品情
報の掲載やブログ、「来場者Q&A」といった様々な機能を活用することで、展示会への出展効果をいっそう高めることができます。

展示会トピックス
展示会の見どころやセミナーの紹介など、
時期に応じた展示会の最新情報をお届け
します。会場の画像なども掲載して来場を
促進します。

出展者情報をデータベース化
ウェブサイトに出展者情報や製品情報、カ
タログなどのPDFファイルを登録するこ
とができます。登録された情報は、データ
ベース化されて約1年間掲載されます。ま
た、来場者はフリーワードで企業や製品を
検索することができます。

業界のニュースも掲載
日本経済新聞に掲載されたオフィス改革に
関する記事がクリッピングされて無料で読
めるのはFuture Office Tech & Facility 
ウェブサイトだけです。

バナー広告も掲載可能（別料金）
オプションで、Future Office Tech & Facility
のウェブサイトほぼ全ページにわたってバ
ナー広告を掲載することができます。ブー
スへの集客や年間を通じた来場者層への
アプローチに最適です。料金やプランは下
記をご覧ください。

トップページで各社を紹介
展示会のトップページには、全ての出展者
が活用できるテキスト広告枠をご用意し
ています。

出展者ブログも開設可能
新製品ニュースリリースの掲載や、ブース
の見どころなど、出展者独自の情報をブ
ログ記事として随時掲載することができ
ます。掲載されたブログ記事は、展示会の
トップページでも新着順に紹介します。

Q&Aで来場者と商談
展示会の事前登録者やサイト利用者から
のセキュリティに関する質問や相談に、出
展者がサイトを通じて回答することがで
きます。2019年は全展示会合計で225件の
質問と658件の回答が集まりました。製品
の紹介やブース来場アポイントなど、来場
者との商談にご活用ください。

ツイッターと連携可能
自社のツイッターIDを登録することで、つ
ぶやき内容を展示会ウェブサイトで紹介
することができます。展示会開催中のリア
ルタイムな情報発信として効果的です。

※画面の機能やデザインは実際のものと
一部異なる場合があります。

特 長
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【1．規約の履行】
出展者は「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」2020年開催の各展示会（「フランチャイズ・ショー」
「リテールテックJAPAN」「SECURITY SHOW」「Future Office Tech & Facility」ほか特別企画
展、関連イベントを含み、これらを含めて以下「本展示会」と総称する）に出展するにあたり、本規約、主
催者から提示された「出展のご案内」（出展要項）、「出展者説明会」で配付する「出展細則・提出書類」、請
求書、その他主催者から個別に提示される各種書類・電子メール等の記載内容（これらを以下「本展規
約等」と総称する）を遵守しなくてはなりません。出展にあたって、本展規約等とは別のいかなる契約
書や覚書なども締結することはできません。また、出展者は、その役員・従業員・株主・出資者等の関係
者、共同出展者、出展を取り次ぐ広告代理店、および展示スペースにかかる設営・撤去業者、展示の運営
委託先その他本展示会に関して締結する契約の相手方（かかる契約相手方の再委託先・再々委託先等
を含み、以下役員ないしかかる契約相手方を「出展者関係者」と総称し、出展者と出展者関係者を「出展
者等」と総称します）をして、本展規約等を遵守させるものとします。出展者等がこれらに違反したと
主催者が判断した場合、主催者はその時期（本展示会の搬入期間・開催期間を含む）を問わず、次回以降
を含む出展申し込みの不受理、承諾した出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更の命令、実
演方法の変更・中止の命令、または関連サービスの提供中止を行うことができます。その際、主催者の
判断基準・根拠などは公表しません。出展取り消しとなった場合でも、出展者は本規約【4．出展キャン
セル】に規定のキャンセル料を主催者に支払わなければなりません。キャンセル料以上の損害が主催
者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を請求します。また、主催者は、出展申し
込みの不受理、出展取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更、実演方法の変更・中止などによって生
じた出展者等の損害は補償しません。

【2．出展にあたっての諸注意】
2-1．出展者は、主催者が定める本展示会の開催趣旨に合致する製品・サービスを提供する法人・団体

などに限定します。主催者が、主催者が独自の裁量にて定める出展基準に従い、法人・団体およ
び製品・サービスなどが出展に適さないと判断した場合（下記事例を含みますが、これらに限ら
れません）には、出展申し込み受付の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする場
合があります。

 ≪出展申し込み受付の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする事例≫
 「出展申込書その他の提出書類の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合」
 「出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合」
 「出展者が第三者の権利（知的財産権、肖像権など）やプライバシーを侵害していると判断さ

れる場合」
 「他の出展者や来場者などから苦情が予想される場合」
 「出展者が自ら法的整理手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合」
 「出展者が【10．反社会的勢力の排除】に定める反社会的勢力であることが判明した場合」
 「その他、出展が不適当と主催者が判断する場合」
2-2．本展示会の会場内で、代金決済を伴う物品の販売やサービスの提供（以下併せて「即売行為」と

いいます）を行うことは、主催者が事前に認めたものを除きお断りします。
2-3．共同出展の場合は、共同出展に含まれる1出展者につき1小間以上で申し込むものとします。例

えば、2社で1小間の出展はできません。
2-4．疫病などでWHO（世界保健機関）の伝播地域に指定された国・地域からの出展を保留またはお

断りする場合があります。なお、指定国・地域外においても主催者の判断で関連書類の提出を求
める場合があります。

【3．出展申し込みおよび出展料金の支払い】
3-1．出展申込書は主催者が定める方法で提出するものとします。出展申込書を主催者が受領し、出

展審査を経て、主催者が出展申込受理通知を発送（電子メールまたは郵送による）した時点を
もって正式な出展申込受理とします。本展示会に初めて出展申し込みをする場合は、「会社案
内」「製品カタログ」「登記簿謄本」など主催者が定める添付資料を主催者が定める方法で提出
するものとします。なお展示会によっては別途必要な添付資料を定める場合があります。すべ
ての添付資料をご提出いただかない場合、主催者は出展申し込みの保留または出展をお断りす
ることがあります。出展申込書、添付資料その他すべての提出書類は返却しません。出展者はコ
ピーを自ら保管するものとします。なお、出展者は、主催者が認める広告代理店に出展の取次を
委託することができます。

3-2．出展申込受理の後、主催者は出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店。特に断
らない限り本3-2において以下同じ）に出展料金を請求します。出展者は主催者が定める期日ま
でに指定の銀行口座へ振り込むものとします（振込手数料は出展者が負担するものとします）。
主催者が定める期日までに出展料金の振り込みがない場合、主催者は出展申込受理を取り消す
権利を持ちます。（出展者（広告代理店を含まない）が広告代理店に対して出展料金を支払い済
みであるか否かは問いません。）

【4．出展キャンセル】
4-1．出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店を含みます）の事情により、出展のす

べてまたは一部の取り消し・解約をする場合、出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広
告代理店）は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、キャンセル料として主催者に請求
金額の全額を支払わなければなりません。主催者が出展申込を受理した後は、キャンセル料が
発生するものとします。

4-2．キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を
請求します。

【5．展示スペースの割り当て】
5-1．出展者の展示スペースは、主催者が定める小間の配置・形状に基づき決定します。出展者はその

結果に従うものとします。小間割り抽選会がある展示会はそのルールに従って抽選を行い、そ
の結果に従うものとします。

5-2．出展者は、主催者が定めたまたは小間割り抽選会で決まった展示スペースをいかなる理由が
あっても、その全部または一部を問わず、他の出展者や第三者との間で交換・譲渡・貸与などす
ることはできません。

5-3．主催者は、会場および所轄の警察署・消防署・保健所などによる指導・命令または出展キャンセ
ルなどがあった場合、出展者の承認を要せず小間配置の全体レイアウトを変更することがで
きます。

【6．各種書類の提出】
出展者は、「出展細則・提出書類」の提出書類など主催者が求める各種書類を指定期日までに所定の方
法で提出しなければなりません。期日に遅れた場合、主催者およびその関係者は申込を受理しないこ
とがあります。

【7．展示に関するルールの概要】
7-1．出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスのみが出展対象となります。その親会

社・子会社・関連会社その他の関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっても
出展申込書に記載がない場合は、それらの製品・サービスなどの出展や、小間内でそれらの社名
などの掲出ができない場合もありますのでご注意ください。

7-2．出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどの出展内容などに変更
が生じた場合、速やかに主催者が定める方法で主催者に届け出たうえで、許可を得なければな
りません。

7-3．装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、「出展細則・提出書類」に規定され、出展者
等はこれを遵守しなければなりません。

7-4．出展者等は、通路など自社小間内以外の場所で展示・宣伝・即売行為などを行うことはできま
せん。また近隣の展示を妨害してはなりません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者は
これに従うものとします。

7-5．出展者等は、強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演や不快感を与える実演など、他の出展者等
や来場者の迷惑となる行為を行ってはなりません。実演などが他の出展者等や来場者に多大な迷
惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じることができ、出展者は
その判断に従うものとします。なお自治体の火災予防条例により危険物の持込は禁止されており
ますので、装飾物・演出としての裸火、煙・スモークマシン、ネオン管などの使用はできません。

7-6．出展者等は、展示会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければ
なりません。

7-7．出展者等は、本展示会会期中および会期後に他の出展者等や来場者などに対し迷惑のかかる行
為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など）を行ってはなり
ません。かかる行為があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止を命令し、または次回
以降の出展申し込み拒否を決定する権利を持ち、出展者はこれに従うものとします。

7-8．本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催
者はその責を一切負いません。

7-9．出展者は、主催者が許可する場所および自社ブースを除き、展示会場内で写真・動画を撮影する
ことはできません。

7-10．その他、前各号のルールに違反するなど、出展者等の展示内容や行為により、他の出展者等
や来場者などから苦情の申し立てや展示会場内で紛争を引き起こすことが予想されるか、
現に苦情や紛争が生じた場合、主催者は主催者の判断で出展の取り消しを決定することが
あります。その場合、出展者等はその指示に従うものとします。

【8．個人情報の取り扱い】
8-1．出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵

守し、適法かつ適切に取得しなければなりません。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で
活用するものとします。特に第三者提供を行う場合は、法令で許される場合を除き、必ず「個人
情報」の情報主体から「同意」を取らなければなりません。

8-2．出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵
守した適切な管理・運営を行わなければなりません。

8-3．出展者は、「個人情報」の情報主体から展示などを通じて取得した「個人情報」の開示、訂正、追
加、削除、利用停止、消去の要求や、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切
な対応をとらなければなりません。

8-4．出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張
する者との間で紛争などが生じた場合、出展者は自らの責任で当該紛争の解決にあたるものと
します。かかる紛争に関し、主催者は一切の責を負いません。

【9．損害賠償責任】
9-1．主催者はいかなる場合においても、出展者が展示スペース、印刷物および本展示会ウェブサイ

トを使用することによって出展者または第三者に生じた生命、身体、財産、名誉または信用への
損害に対し、一切の責を負いません。

9-2．出展者等は、故意・過失の如何を問わず、展示会場内およびその周辺の建築物・設備および主催
者が用意した設備に与えたすべての損害について、遅滞なく賠償するものとします。

9-3．出展された製品・サービスについて他の出展者や第三者と紛争が起きた場合、主催者はその責
を一切負いません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷
惑をかけないものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合、すみやかに
補填しなければならないものとします。

9-4．主催者は、天災地変、疫病、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不可抗力のほ
か、主催者の責によらない事由による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者等の損害
は補償しません。

9-5．主催者は、会場マップ、ウェブサイト、ガイドブックやその他の告知宣伝物の誤植などによって
生じた出展者等の損害は補償しません。

9-6．搬入期間を含む開催期間中に、出展者等が自らの行為に起因して他の出展者等または来場者な
どに生命、身体、財産、名誉または信用への損害を含むあらゆる損害を与えた場合、主催者は一
切の責を負わず、他の出展者等または来場者との間の紛争等は、出展者の責任のもとで解決す
るものとします。

【10．反社会的勢力の排除】
10-1．出展者等は、現に反社会的勢力（以下の①～⑧に掲げる者および団体をいう）ではないこと、ま

たは過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明・保証するものとします。
① 『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』に基づき処分を受けた団体もしくはか
かる団体に属している者、またはこれらの者と取引のある者、その他これらに類する団体もしく
はかかる団体に属している者またはこれらの者と取引のある者

② 『組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律』に定める犯罪収益等隠匿もしくは
犯罪収益等収受を行いもしくは行っている疑いのある者、またはこれらの者と取引のある者

③ 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』第2条第2号に定義される暴力団およびその
関係団体ならびにこれらの構成員

④ 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人
⑤ 暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体
または個人

⑥ 前①～⑤のいずれかに該当する者または団体（以下「反社会的団体等」という）と関係することを
示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

⑦ 反社会的団体等が代表し、または支配する法人その他の団体
⑧ 反社会的団体等が取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事またはこれらに類する地位の
役職にある法人または団体

10-2．主催者は、出展者等が前項に違反した場合、その出展を取り消すことができ、すでに受領した
出展料金は返金しません。

【11．その他】
11-1．本展規約等に関連して生じる一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とすることに出展者は同意するものとします。
11-2．主催者が必要と判断した場合、出展者にあらかじめ通知することなくいつでも本展規約等を

変更することができるものとします。

出展規約



■出展申し込み方法    【出展申し込みウェブサイト（6月中旬以降にオープン予定）：http://messe.nikkei.co.jp/fu/ 】

■開催までのスケジュール・出展者説明会

ウェブサイト内の出展申し込みページにアクセスし、「出展規約」に同意のうえ、案内に従って出展内容を入力して
ください。2019年以降にFuture Office Tech & Facilityに出展したことがある場合は、すでにお持ちの出展者ID
を使って「出展者マイページ」からお手続きください。
※広告代理店を通してのお申し込みは、主催者が認めた広告代理店に限らせていただきます（ご不明の場合は主催者にお問い合わせください）。
※出展者マイページのパスワードが分からなくなった場合は、ログイン画面で再発行することが可能です。出展者IDが分からなくなった場合は、
主催者まで電子メールでお問い合わせください。

出展内容を主催者が確認した後、出展担当者様宛に電子メールでご連絡します。初出展の場合は、このときに出展者
IDをお知らせします。電子メールの案内に従って「出展者マイページ」にログインし、STEP1で入力した内容が印字
された出展申込書PDFをプリントアウトしてください。
※出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと主催者が判断した場合、申し込み受付を保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする
場合があります。

出展小間料の振り込み 入金締切日：2019年11月29日（金）
振込手数料は出展者様にてご負担ください。期日までに出展者または広告代理店からの入金が確認できない場合は、
申し込みを取り消すことがあります。

申し込み締切日：2019年10月15日（火）
プリントアウトした出展申込書PDFに、代表者印（または社印）を押印のうえ、以下の方法でご提出ください。
① 出展申込書をスキャンし、スキャンデータを出展者マイページからアップロードする。
② ①が難しい場合は、出展申込書の原本を主催者まで郵送する。
※出展申込書を郵送する場合は、必ず事前にコピーを取り手元に保管してください。

主催者から出展申込書を受理した旨を電子メール（出展申し込み受理メール）でお知らせします。このメールを送信
した時点で出展申し込みを受理したものとします。また、追って請求書を発送します。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

出展お問い合わせ先（主催者） 日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部 Future Office Tech & Facility 担当
Tel. 03-6256-7355　eメール：exhibit@shopbiz.jp　

出展申し込みに関する諸注意
●10ページの出展規約を必ずお読みいただき、内容をご了承のうえ、お申し込みください。
●出展物の展示・実演の目的で、裸火の使用、または石油類等の危険物の会場への持ち込みをされる場合は、消防法により持ち込み数量の制限があります。
●日本法人がない海外企業の出展は申し込み方法や出展料の振り込み方法が異なりますのでお問い合わせください。
●中小企業を対象に、自治体が展示会出展の助成制度を設けている場合があります。詳しくは自治体などに直接お問い合わせください。
●出展者のブース内において、UHF帯（920MHz帯）を利用したRFID、ICタグ、アクティブ系小電力無線システムの実演をする場合は、出展者説明会で配布する書類を事務局へ提
出していただき、使用チャンネルやアンテナ方向などの調整を行います。

●2020年のFuture Office Tech & Facilityおよび幕張メッセで同時開催する各展示会では、来場者がSNSなどで情報発信することを可能とするため、展示会場内の撮影を原則
として許可します。自社ブース内で撮影されて困る展示物がある場合には、個別に撮影禁止の掲示をしてください。掲示する文言の例は出展者説明会でご案内します。

●本展では主催者が事前に認めたものを除き、即売行為を目的とした出展はお断りしていますが、決済手段などを来場者に体験させることを目的に、ブース内で少額の物品を販
売することは可能です。ご希望の場合は主催者までお問い合わせください。

2019年10月15日（火）出展申し込み締切

11月29日（金）出展料金入金締切

12月4日（水）出展者説明会・小間割り抽選会

12月中旬～2020年1月下旬 各種提出書類の締め切り

2020年1月 ウェブサイト公開

1月下旬以降
●広報・宣伝活動本格化
●招待券セットなどを出展者へ送付

2月29日（土）～3月2日（月）搬入

3月3日（火）～3月6日（金）会期〈6日（金）即日撤去：22時まで※〉

※規定作業時間内に搬出撤去を完了しない出展者には、展示ホール使用料など使用
時間延長によって発生した経費の全額をご負担いただく場合がありますので、
必ず規定作業時間内に搬出作業を終了してください。

出展者説明会・小間割り抽選会
●日　時： 12月4日（水） 14時00分～16時00分
●会　場： 日経ビル3階「日経ホール」
 （東京都千代田区大手町1-3-7 Tel. 03-6256-7355）
●内　容： 開催までの運営スケジュール、展示装飾に関する諸注意、
 出展細則・提出書類などの説明および小間割り抽選会 
 （SECURITY SHOWとの合同開催となります）
●抽選会： 小間の配置は、事前にお送りする資料に基づき「小間割り抽

選会」にて決定します。

※ご担当者もしくは代理の方が必ずご出席ください。なお、11月下旬頃にご担当者宛に
電子メールで説明会のご案内を送付します。

＊出展細則・提出書類=「会場施設概要」「招待券・バッジ」「通信回線」「搬入・搬出」「展示
装飾」「電気工事」「宿泊」など出展に関する注意事項や提出書類をまとめた冊子です。

▶キャンセルについて
出展者の事情により、出展のすべてまたは一部の取り消し・解約をする場合、出展者
は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、請求金額の全額を主催者に支払わ
なければなりません。

期日 キャンセル料

出展申込受理通知の送付日以降 請求金額の全額


