お申し込み・お問い合わせ

「SDGs Week EXPO for Business 主催者事務局」 日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 TEL：03-6256-7355 E-mail：ecojoin@nex.nikkei.co.jp

■

■

開催趣旨

2021年、日本経済新聞社は持続可能な社会の構築をコンセプトに、環境総合展「エコプロ」と6つのビジネス展「社会インフラ

テック」
「自然災害対策Biz」
「ウェザーテック」
「カーボンニュートラルBiz」
「ナノセルロース展」
「非接触・リモートBiz」を同時

同時開催

【会場図】東京ビッグサイト 東ホール

開催します。あらゆるステークホルダーを対象にした「エコプロ」は東1〜3ホールに配置し、商談目的を対象にした各ビジネス

展を SDGs Week EXPO for Business として、東4ホールに集約配置することで、来場者・出展者のマッチングの最適化を
図ります。

2020年は新型コロナウイルス感染拡大下にあり、オンラインのみの開催となりましたが、本年は東京ビッグサイト会場での

展示会とオンライン開催を実施することで、来場者のユーザビリティーと出展者のビジネスチャンスを高めてまいります。

環境保護や気候変動対策、脱炭素への動きが世界そしてわが国の最優先事項である今、これらをテーマにした本イベントが、
環境・社会課題解決の事業に関わるビジネスパーソンとのマッチング機会創出、サステナブルブランドの構築にお役にたてれ
ば幸いです。みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。

■

【企画展】

開催概要

■名

称 ………… SDGs Week EXPO for Business 2021
社会インフラテック2021
（第4回インフラ維持管理・老朽化対策総合展）
自然災害対策Biz 2021
（第3回気候変動リスクマネジメント展）
ウェザーテック 2021
（第1回気象ビッグデータ活用展）

東4ホール

東1ホール

東5ホール

東2ホール

東6ホール

東3ホール

カーボンニュートラルBiz 2021（日経脱炭素プロジェクト）

■会
■会
■主
■後

【企画展】
ナノセルロース展
（第5回）、非接触・リモート Biz 2021
（初開催）
期 ………… 2021年12月8日
（水）
〜10日
（金） 午前10時〜午後5時
場 ………… 東京ビッグサイト

東4ホール （東京都江東区有明3-10-1）

催 ………… 日本経済新聞社、
日経BP、
インフラメンテナンス国民会議（社会インフラテック共催）

援 ………… 国土交通省、
内閣府、
国土強靭化推進本部、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、
気象庁、
気象ビジネス推進コンソーシアム、公益社団法人 土木学会

など（申請予定）

■ 出展規模 ……… 150社300小間
（予定）

■ 来場者数 ……… 30,000人
（見込み）

持続可能な社会の実現に向けて

持続可能な社会の実現を目指しエコの最前線が集結
1999年の初開催以来、アジアを代表する環境総合展として、
次世代技術や製品、サービス、CSR活動、環境保護活動、環境

■ 入場料 ………… 無料
（事前登録制）

政策、産学官連携などの最新動向を紹介しています。環境配

※展示会の入館者数については、東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」
（2021年1月12日改正）を
遵守し、入退室管理を徹底したうえで適正に運営します。また、今後の状況によっては変更になる場合があります。

会課題の解決を図り、
持続可能な社会の実現を目指します。

■

企業・団体・
研究機関

NPO・NGO

来場者

一般生活者・
学生

大学・教育機関

行政・自治体

来場対象

中央省庁、地方公共団体、土木・建設、建設コンサルタント、維持・修繕工事、測量・設計、エンジニアリング、防災事業、地理・気象
情報関連、上水道・下水道、道路、鉄道、自動車・輸送、化学・素材、電力、ガス、再エネ、機械、電気・電子、総合電機、情報通信、建機・重
機、
建設・住宅、
金融、
投資法人、
協会・団体

■

慮製品、環境関連技術、サービスの普及を通じて環境保護、社

出展者

同時開催カンファレンス （詳しいご案内を別途用意しておりますので、参加をご希望の場合は主催者までお問い合わせください）

日経脱炭素プロジェクト
（仮称）
の一環として推進
日本経済新聞社は、今年から脱炭素型の循環経済の構築に向けた企業や自治体の取り組みなどを総合的に情報発信する大
規模プロジェクト「日経脱炭素（カーボンZERO）プロジェクト＝仮称」を立ち上げました。有識者や主要企業などを組織し

た「日経ZERO委員会
（仮称）」を創設して新しいアワードやランキングなどを検討するほか、紙面での情報発信やシンポジ

ウム、展示会などの大型イベントの開催を通じてカーボンニュートラルへの道筋を探ります。本展示会はこのプロジェクト
の一環として実施します。
同時期にSDGsシンポジウムも開催し、
幅広い情報発信を行います。

展示会場内に
「SDGs Week EXPO for Business 2021」
の
セミナーステージを設置。企業や中央省庁、地方自治体、大学
などが登壇し、様々な視点から最新情報を発信するカンファ
レンスを開催します。
会場での実施に加えオンラインでも配信
します
（ライブ配信と事後約1か月間のアーカイブ配信）
。本カ

ンファレンス内で企業による講演枠を設けます。
質の高い来場
者とのマッチングの場としてぜひ参加をご検討ください。

〈参加料金など
（予定）
〉
■ 参加料＝2,000,000円
（税別） ■ 講演時間：1枠＝40分

■ 会場座席数＝最大100席
（事前登録制。
無料）

※ソーシャルディスタンスを保った会場設営をいたします。
※登録者リスト（個人情報提供の許諾者のみ）をとりまとめ、開催1週間後
を目途に協賛者に提供します。会期前のリストの提供は行いません。また
アーカイブ配信はフリー視聴のため個人情報の提供は行いません。
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気候変動、脱炭素への取り組みが急がれる中、
「SDGs Week EXPO for Business」では、インフラの維持管理・老朽化対
策や災害対策、エネルギー供給面の緩和技術・ソリューションなどを一堂に紹介します。来場者が各展を相互に回遊するこ
とで、商談やビジネスマッチングの機会を増やし、新たな事業や技術連携を促します。昨年まで開催の、気候変動の緩和と
適応をテーマとした「気候変動・災害対策Biz」を再構成し、
「自然災害対策Biz」に加えて「ウェザーテック」を立ち上げます。
第4回インフラ維持管理・老朽化対策総合展

日経脱炭素プロジェクト
共催：インフラメンテナンス国民会議

道路・橋梁・下水道などのインフラ老朽化、頻発する自然災害、高齢化や労働力不足により、自治
体をはじめとする維持管理者は、インフラメンテナンスの新技術・システムの導入を積極的に進め
ています。近接目視の支援・補完・代替技術として、画像処理・センシング技術やドローンを導入し
たり、作業の効率化、省力のため、AI を活用した劣化診断・予測などのシミュレーション技術の
採用が急増しています。
2019年、国の点検要領が改訂され、維持管理技術への開発支援が進んでいることで、老朽化対策・インフラ維持管理市場の拡がりが
加速しています。土木・リニューアル分野の DX（デジタルトランスフォーメーション）の流れから、IoT 、データ処理、5G など次世代
通信などの新たな事業者の参入も顕著です。本展は、国土交通省が事務局をつとめるインフラメンテナンス国民会議との共催で、イン
フラメンテナンス産業の進行と普及を目的に開催します。
● 点検、
検査、
監視
（ドローン・ロボット、
各種モニタリング技術、各種センサー、
3D技術）

● 保守、
補修・補強
（防食、
防錆、
剥落・修復材料や工法、保護・改質用建材資材、耐震補強材、工事用保安用品）

脱炭素社会の実現に向け世界の動きが加速しています。脱炭素実質ゼロの方針は欧州で先行し、
中国も60年に実質ゼロの方針を打ち出し、米国もバイデン政権になり連邦政府として脱炭素に舵
を切ります。日本政府も昨年、2050年までに温暖化ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュー
トラル」を宣言し、産業界、自治体などあらゆる組織体で脱炭素社会実現の機運が高まっています。
近年、豪雨や熱波など極端な気象が頻発し経済損失が増えており、非連続の技術革新と経済・
社会の構造転換が急がれます。脱炭素が図らなければ、国家は国際秩序から取り残され、企業は市場から退出を迫られます。国は脱炭素
社会の実現に向けた「グリーン成長戦略」をまとめ、成長が期待される技術を重点化し、数量やコスト、時期などの目標も定めました。
排出削減へ既存技術を最大限活用しつつ、産官学が連携して技術革新に挑み、その果実を成長につなげなければなりません。
日本経済新聞社は今年、
「日経脱炭素プロジェクト」を発足させ、脱炭素型の循環経済の構築に向けた企業や自治体の取り組みなどを
総合的に情報発信します。本展もその一環で実施し、同時開催展「エコプロ2021」とともに脱炭素化に向けた次世代技術の振興、脱炭素
社会の普及啓発を図ります。

出展対象 ● 設計・調査・施工
（i-construction、
建設機械、
CIM、3Dデータ、仮想現実〈VR〉／拡張現実〈AR〉技術）

電動化・自動運転、ドローン活用、電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、次世代エタノール、バイオ燃料、水素

● データ分析・制御
（AI／ビッグデータ活用インフラマネジメント、ディープラーニング、地図・空間情報）

● ネットワーク
（LPWA・LPWAN、
インフラモニタリング、
5G〈次世代無線通信技術〉、ネットワーク機器）

出展対象

イノベーション（褐炭水素、燃料電池、メタネーション、水素発電技術、Power to Gas、水素還元利用低炭素製鉄
プロセス技術）、再エネ（風力、太陽光、CO2利用革新的生産プロセス、ZEB・ZEH、地中熱・地熱、蓄電池・材料、無線
給電、バーチャルパワープラント
（VPP）、次世代原子炉、次世代火力発電、
CCUS（CO2分離、回収、利用、貯留）関連

技術、
カーボンリサイクル技術、
ゼロカーボンスチール

第3回気候変動リスクマネジメント展
▶「気候変動・災害対策Biz」より改称

過去に例を見ない集中豪雨や大型台風、記録的な猛暑や豪雪、突然の竜巻など、地球温暖化が
引き起こしているとされる異常気象は世界各地で相次いでおり、年々深刻の度を増しています。
私たちの生命や財産を脅かすだけでなく、企業や公共団体の事業継続リスクも高まっており、実効
性のある対策を施すことは急務といえるでしょう。また発災の際に従業員や住民の安全を確保し、
企業や行政の活動を停止させないための準備、いわゆる BCP（事業継続計画）の策定は、組織の
規模や所在地にかかわらず必須です。
本展示会は気象災害をはじめ地震・津波、感染症への対策までの自然災害対策を展示範囲に、予測される災害や被害状況・規模の
シミュレーション、具体的な避難・復旧計画のコンサルティング、災害時用機器や備品などの調達、被害状況の検知と情報集約・広報
ソリューションなど、防災・減災に関わる様々な情報を発信します。
● 災害予測：各種データ提供、
観測・解析、観測機器・IoT、GIS、災害シミュレーションなど

● BCP
（事業継続計画）策定：リスク評価・コンサルティング、停電・ブラックアウト対策、避難・復旧計画など

出展対象 ● 備蓄：非常食、備蓄品、テント・シェルター、防災灯、災害トイレ、自家発電システム、非常用浄水装置など
● 災害情報収集・周知：被災情報検知・収集、
ロボット、ドローン、情報伝達システム、衛星通信など

● 防災・減災ソリューション：水害、
雪害、雷害、風害、地震・津波ほか各種対策、感染症対策、耐震・免震・制震、救援・救助など

第1回気象ビッグデータ活用展

■ 企画展
（第5回）
本展は、環境性が高い再生可能な素材
「ナノセルロース」に関わる
製造から利用・分析までのビジネスマッチングを目的に2016年
から開催しています。今回はナノセルロースの実用化および産業
規模の拡大を図っている、ナノセルロースジャパンとの共催で
実施し、ナノセルロースの実用化、技術開発、産業規模拡大を促進
します。
出展対象
ナノセルロース製造事業、加工装置・分析機器事業、研究・評価機関、
ナノセルロース産業振興の自治体
来場対象
素材、化学、建設、建材、家電、文具、印刷、機械、日用品、化粧品、食品、
流通、
医療、
福祉、
行政

（第1回）
新型コロナウイルスの拡大を契機として安全・安心、快適な企業
活動を継続するためにビジネスの様々な領域で
「非接触」
「リモー
ト」がキーワードとなっております。本企画展では、ポストコロナ
を見据えてビジネスの現場でのさらなる導入が見込まれるニュー
ノーマル対応の各種製品・サービスを紹介します。
出展対象
テレワーク・リモートワーク関連設備・サービス、シェアオフィス ·
コワーキング関連、顔認証システム、無人受付システム、リモート応
対システム、人流解析ソリューション、オフィスビル向け各種什器・
設計サービス、空調・換気設備、クリーンルーム、除菌・消毒関連、飛
沫・接触防止設備、非接触型エレベーター、受付ロボット、サーモグ
ラフィ、スマートロッカー、清掃・クリーニング、社食・福利厚生サー
ビス、
監視・警備、
助成金申請代行など

センシング・モニタリング技術の向上や AI・ビッグデータ活用によって、気象予測技術
「ウェザー
テック」が世界中で急速に発展しています。農林水産業、製造・小売業、電力業における需要予測や
品質管理、建設業や運輸業、保険業などでの工程管理あるいは危機管理など、天候の影響を直接的・
間接的に受ける業種やビジネスは多岐にわたります。気象データ活用による多様化や生産性向上
への取り組みは、データ分析を行う専門人材の育成とあわせ、
今後の本格化が期待されています。
本展は気象ビッグデータの分析・活用による勘や経験則のデジタル化と課題解決、
そして新ビジネス創出を支援します。

気象データをビジネスシーンで活用するための製品・技術・ソリューション
出展対象 《対象業界》物流・倉庫、運輸・観光・イベント、エネルギー・インフラ、建設・土木、小売・サービス、製造・情報通信、
農業・漁業・畜産業・林業、保険・金融 など
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■

■

オ ン ラ イ ン 展示会

SDGs Week EXPO for Business 2021では、実際の展示会と並行してオンライン展示会を開催します。製品やサービス、

環境への取り組みについての情報発信に加え、
名刺交換やアンケート機能を使い新規顧客、
見込客との接点を持つこともできます。
オンライン展示会では、時間や場所の制約がなくなりこれまで会場に来られなかった方々も、最新情報にアクセスできるよう
になり、
従来の来場層に加え、
より幅広いアプローチが可能となります。
ウィズコロナ時代のコミュニケーション、
ビジネス拡大ツールとして、本オンライン展示会のご活用を是非ご検討ください。
オンライン展示会の詳細は、
SDGs Week EXPO for Business 2021のウェブサイトに随時公開します。
■名

称 …… SDGs Week EXPO for Business Online 2021

■会

期 …… 2021年11月25日
（木）
〜12月17日（金）

出展費用
（税別）

来 場 動 員・広 報・宣 伝 プ ラ ン

▶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、
放送 ほか）
各媒体に、
社告、
記事掲載、
広告特集など本展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）

日経グループ主催展示会・イベントの過去来場者や、関連団体・協会を通じて、ダイレクトメールの発送や、メールニュースを
配信し、
インターネットの検索連動広告も活用します。

▶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の各メディアに向けて、ニュースリリースを送付。取材を

プラン

ベーシック

スタンダード

プレミアム

リアル展示会にも参加する場合

￥380,000

￥650,000

￥2,500,000

オンラインのみ参加する場合

￥480,000

￥800,000

￥3,000,000

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、
ソーシャルメデイア、
テレビCMなどで告知します。

▶DMチラシ、招待券の配布

各出展者に招待券付き案内チラシをお渡しします。

▲案内ハガキ

▲日本経済新聞 掲載記事

▲ 2020年のSDGs Week Online トップページ

▲インターネット広告

▲雑誌広告

▲ 社会インフラテック Online 2020 トップページ

■ 2020 年のオンライン展示会来場者のご感想
● インフラメンテナンスの現状や課題、
地方自治体がどのように活動しているのか詳細を知ることができた。
● 新しい技術に触れることで、
知見が広がり、
いい経験になった。
● とても有難い機会だと思う。
東京までが遠いのが難点ですが、オンライン展や中継などを併用できれば、より参加の機会が

増えるものと期待する。

▲招待券付き案内チラシ

● 今後の展示会は時間的余裕がある人はリアルな展示会、
それ以外の人はオンライン展をすることで商談の機会を失うこと

▲招待券付き案内チラシ

なくWin-Winになれる。
● オンラインでのセミナーは展示場へ行く必要がないので助かる。
● オンラインのアーカイブは、
参加できないセミナーに参加できる。かなり有用。
● セミナー目的だったが展示ブースの動画も面白く、
またとても勉強になった。
● コロナ禍のもとで、
このような機会を得られたのは、ありがたい。
● コロナ禍だけでなく地方在住者には非常に役立つ。
● 新たな展示会スタイルを確立していく機会になったと感じた。

▲テレビCM

● 過去に参加したオンライン展示会は、
どちらかと言うとリアルの展示会をメインに据えておりオンラインページがおざ

なりになっていて不満が残ったが、今回は充実感が得られた。
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■

■

出展費用

▶スタンダードスペース 9小間以上の申込者のみ、独立小間でスペース渡し
◎1小間・
・
・3m×3m=9㎡

出展小間料

1小間あたり

図1

¥330,000

（税別）

出展内容を入力

▶スタンダードブース 1~8小間の申込者、背面･側面の壁面パネル付き
◎1小間・
・
・3m×3m=9㎡

出展小間料

複列：

1小間あたり ¥350,000（税別）

STEP 1

テープで区画

※1〜3小間及び5小間は単列、6小間以上は複列となります。

■ 不可抗力による開催中止等の場合の出展料金について
新型コロナウイルス感染症の拡大等、不可抗力により本展示会の開催中止や会期短縮を主催者が判断した場合、
以下の
とおり出展料金を返金します（広告代理店を通してのお申し込みの場合は広告代理店に返金します）。出展者の都合に
よる出展キャンセルは、
通常のキャンセル料がかかります。詳細は、出展規約を参照ください。
2021年10月12日（火）以前：出展料金の100％
：出展料金の80％
2021年10月13日（水）〜11月13日（土）
：出展料金の70％
2021年11月14日（日）〜12月5日（日）
2021年12月6日（月）〜7日（火）[搬入期間]：出展料金の50％
：出展料金の0％
2021年12月8日（水）以降［会期中・搬出撤去期間］

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」に同意の上、案内に従って出展内容を入力し、お申し込み
ください。
「ウェザーテック」
「カーボンニュートラルBiz」
「ナノセル
※出展を希望する展示会（「社会インフラテック」
「自然災害対策Biz」
ロース展」
「非接触・リモートBiz」）をご選択ください。
※広告代理店を通してのお申し込みの場合、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へ
お問い合わせください）。
※「ウェブサイト表示名（出展者名）」は案内チラシやウェブサイトなどに掲載されます。
※インターネット環境がない方は主催者事務局までご連絡ください。

展示スペース

図2

※隣接小間に接する壁面パネルを外すことはできません。
※4小間でお申し込みの場合は、
小間の形状
（単列・複列 のいずれか）
をご選択ください。

単列：

出展のお申し込みはウェブサイトからお手続きください。 https://messe.nikkei.co.jp/sweb

スタンダードスペース
［9小間以上の場合］

図1

出展申込方法

図2

スタンダードブース
［1小間の場合］
システム壁面パネル
［白］

出展申込書PDFをプリントアウト

小間番号
プレート

2,700mm

出展内容を主催者事務局で確認した後、
「出展申込書提出依頼」のメールを出展担当者宛てにお送りします。新規申込の場合
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、申し込み受け付けを保留、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。

STEP 2

3,000mm

出展申込書を提出 申込締切日：7月16日（金）

3,000mm

出展小間料以外に発生する主な費用 ※詳細は9月8日（水）に行う出展者説明会でご案内します。

● 小間装飾費：床面のカーペットや机・椅子、電気・照明器具などの備品の手配、および小間の装飾については、各出展者の負担で行ってください。
なお主催者でもパッケージ装飾、展示台、
パ
ンチカーペット、椅子、映像機材などのオプション・リース備品をご用意しています。
● 電気工事費：1kWあたり11,000円（予定・税別）

プリントアウトした出展申込書に代表者印（または社印）を押印のうえ、以下の方法で主催者事務局までご提出ください。
出展申込書提出締め切り：出展者ID送信日から2週間以内
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事務局まで郵送する
※出展申込書を郵送する場合は、必ず事前にコピーを取りお手元に保管してください。
※期限内に出展申込書を送付いただけない場合は、出展取り消しとさせていただく場合があります。

STEP 3

※小間までの配線と開閉器（ブレーカー）設置工事費および会期中の電気使用料を含みます。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。
● 通信回線費：共有高速光回線 1回線につき80,000円（予定・税別）
■ 共同出展

複数企業で共同出展する場合は、
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。

■ 小間位置の決定

会場全体の基本構成とレイアウト、各社の小間位置は、出展者数、展示小間数などを考慮して、主催者が決定します。その際、出展者による隣接配置などの要望は、
反映されない場合があります。

出展申込書の受理

STEP 4

主催者事務局から出展申込書を受理した旨、電子メール（出展申込受理メール）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。

に沿って、小間の高さ制限を変更します。
また、2階建て構造など現場で作業に負担のかかるデザイン
「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」
■ 装飾物の高さ規定 は避けるよう設定し、施工時間短縮と施工人員削減による安全な作業環境の確保にご協力をお願いいたします。
※出展製品が高さ制限を超える場合は事前にご相談ください。

▶スタンダードスペース

※9小間以上、独立小間（四方が通路に囲まれている小間）

通路から1m以内は高さ2.7mまで、それ以外の

※1〜8小間、
背面・側面の壁面パネル付き

隣接小間、後壁から0.5m 以内は高さ

9小間以上

部分は高さ4mまでとします。

▶スタンダードブース

2.7m まで、それ以外 の部分は高さ
3.6mまでとします。

高さ4mまで

振込手数料は出展者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。

1〜8小間
高さ3.6mまで
高さ2.7mまで
小間境界線

高さ2.7mまで

■

出展料の振り込み 入金締切日：8月27日（金）

STEP 5

■

出展に関する主なスケジュール

出展申し込みに関する諸注意
お申し込みにあたって、
以下の点をご注意ください。

パ ッ ケ ー ジ 装飾（ ス タ ン ダ ー ド ブ ー ス 用 オ プ シ ョ ン ）

7月16日（金）

8月27日（金） 出展小間料 入金締め切り

パッケージ装飾をご希望の場合、出展申し込みとは別にお申し込みが必要です。 ※詳細は9月8日（水）に行う出展者説明会でご案内します。
ご不明な点がございましたら、
運営事務局［ TEL:03-6812-8686］へお問い合わせください。※4小間以上でご検討の際は運営事務局へご相談ください。

Aタイプ 1小間／間口3m×奥行き3m×高さ2.7m
料金

Bタイプ（ダンボールタイプ）1小間／間口3m×奥行き3m×高さ2.4m

1小間・・・¥120,200（予定、税別）
2小間・・・¥220,300（予定、税別）
3小間・・・¥310,500（予定、税別）

料金

ペーパーボード社名板
［ゴシック体／黒文字］

LEDスポットライト
システムパラペット
［白］

1小間・・・・・¥88,400（予定、税別）
2小間・・・¥171,300（予定、税別）
3小間・・・¥251,500（予定、税別）

※背面・側面には壁面パネルが付く場合があります。

オプション
棚パーツ
［W960×D240／
ダンボール色］
￥3,000（税別）
／枚

小間番号プレート

システム壁面パネル
［白］

2700

システム展示台（収納付）
［W1980×D700×H920］

出展申込締め切り
出展申込受理後、
「出展料金請求書」
などをお送りします。

壁面ユニット
［ダンボール色］
ペーパーボード社名板
［ゴシック体／黒文字］
LEDスポットライト

テーブルユニット
［ダンボール色］

9月中旬〜11月中旬 各種提出書類の締め切り

得ない事情により、出展の全部または一部の取り消し・解約
をする場合は、主催者が定める方法で主催者事務局まで届け
出てください。その場合キャンセル料として、出展申込受理
メールを送信した日から請求金額の全額をお支払いいただ
きます。
● 展示スペースには限りがあるため、
主催者が募集する展示規

模に達した際は、申込締切日よりも前に出展申し込みを締め
切る場合があります。

P.8「装飾物の高さ規定」をご参照ください）。

● 来場動員広報活動本格化

● 展示、
実演においてガス、給排水、エアーコンプレッサーの利

● DMチラシセットなど出展者へ送付

用を予定される出展者は、出展申し込みの際、事務局までその
旨お知らせください（なお、都市ガスは使用せず、プロパンガ
スの利用になります）
。
● 本展は新型コロナウイルス感染拡大などの状況に応じ、
中止

12月8日（水）〜10日（金） 会期（10:00〜17:00）
860

決定し、
9月8日（水）に行う出展者説明会で発表します。

● 小間内の装飾物の高さには制限があります。
ご注意ください
（

10月下旬〜 ウェブサイト公開

・7日（火） 搬入・施工
12月6日（月）

パンフレットポケット
［A4サイズ］

● 各出展者の小間位置は、
形状、出展内容などに基づき主催者が
● 出展申込受理後のキャンセルはできません。
出展者のやむを

出展者説明会
時間：13：30〜15：30（予定）
形式：オンラインライブ配信（Zoomウェビナー予定）
9月8日（水）
内容：展示会全般の概要、会場レイアウトの発表、広
報・宣伝プランの説明、出展細則・提出書類の説
明などを行います。必ずご参加ください。

10月下旬〜12月上旬

●「出展規約」
をよく読み、
同意の上でお申し込みください。

や延期を判断させていただく場合がございます。予めご了承
ください。

12月10日（金） 即日撤去（〜22:00）

リサイクルパンチカーペット
（グリーン購入法適合）
［選択色］
受付カウンター
［W990×D495×H920／貴名受けつき］
※2口コンセント
［1小間につき1ケ、
1kWまで］
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脱着可能
［内部収納スペース］

リサイクルパンチカーペット
（グリーン購入法適合）
［選択色］
※2口コンセント
［1小間につき1ケ、
1kWまで］

お問い合わせ先

「SDGs Week EXPO for Business 主催者事務局」
日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部

〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 TEL：03-6256-7355 E-mail：ecojoin@nex.nikkei.co.jp
SDGs Week EXPO for Business 2021

9

出展者・来場者アンケート
■会

期：2019年12月4日（水）〜6日（金）

■会

場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）南1・2ホール ［東京都江東区有明3-11-1］

■会

出 展 者 ア ン ケート

無回答 1.1%

日本経済新聞社主催だから 13.6%

見込み客へのアピール 20.5%

26.1%

同業他社が多数出展しているから 4.5%

37.5%

その他 2.3%

その他 2.3%

30

40

50

60

70

80

90（%）

●会期中の来場者数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

●貴社のターゲット層の来場
大変満足 4.5%

無回答 3.4%

無回答 1.1%

大変多かった 3.4%

多くなかった

12.5%

満足

26.1%
29.5%

来 場 者 ア ン ケート

最新情報の収集、業界動向の把握

74.2%

12.4%

10

20

案内をもらったから 25.8%
上司や知人に勧められたから 8.7%

50

60

70

80（%）

0

5

10

60.4%
15

20

25

30

35

●滞在時間

44.4%

無回答 5.6%

産業機械・部品製造

環境・SDGs 9.9%

0

10

5

10

15

20
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広報宣伝・マーケティング 5.3%
営業・販売 18.2%

12.6%

保守・点検・監視 33.9%

終日 7.4%

管理職
（部・課長）34.8%

一般社員 32.5%

●特に関心を持ってみた分野（複数回答可） ●本展をご覧になって、参考になりましたか。

●来場の目的（複数回答可）

メンテナンス／補修・補強 44.0%
防災・減災対策 34.6%
環境保全対策 10.7%

半日

センシングデバイス 13.4%

35.2%

ドローン／ロボット／VR・AR 33.2%

41.9%

IoT、ビッグデータ、AI活用技術・システム 26.5%

20

30

最新情報の収集、
業界動向の把握

73.8%

40

50（%）

0

10

20

無回答 0.7%
参考にならなかった 0.7%

省エネ・節電 25.2%
リサイクル・省資源・環境改善 21.2%

あまり参考にならなかった

太陽光発電関連 14.6%

3.6%

その他の再生可能エネルギー関連 13.9%

普通だった

気象データ活用・災害予測 30.8%

14.2%

災害対策工事関連 23.8%
備蓄品・避難所向け製品 12.9%

40

50

60

21.5%

参考になった

59.3%

その他 3.3%

30

大変
参考になった

災害情報収集・周知 38.4%

その他 3.0%

その他 2.3%

10

17.9%

具体的な商談や、
企業ブースの訪問 4.6%

次世代エネルギーインフラ 9.1%

0

製品・技術の導入を検討するため

環境や防災に関連する部署に所属しているので 20.2%

無線通信技術／セキュリティ 8.4%

25（%）

総務・管財・防災 13.6%

所属部署

10.9%

1時間程度
14.4%

2時間程度

人事・経理財務 2.0%

情報・システム開発 5.6%
購買・資材 1.7%
施設管理 5.6%
物流 1.7%
経営者
（会長・社長・役員）

専門職・技術職

●特に関心を持ってみた分野（複数回答可）

30分くらい 0.7%

役員・社長室・経営企画室 14.2%

その他 16.6%

無回答 2.3%
学生・その他 3.3%
個人経営 3.6%

13.9%

40（%）

無回答 0.3%

日本経済新聞 20.8%
日経産業新聞 2.7%
日経コンストラクション 4.4%
インフラメンテナンス国民会議からの案内 6.0%
業界紙･誌 3.4%
上司・知人からの紹介 12.8%
展示会ホームページ 13.4%
出展者のホームページ 6.0%
東京ビッグサイトホームページ 6.0%
業界団体からの案内 4.0%
出展者からの案内 22.5%
テレビCM 0.7%
主催者からのEメールニュース 8.1%
主催者からのダイレクトメール（郵送）8.7%
Yahoo!／Googleなど検索エンジン 2.7%
その他 1.0%

22.2%

検討する

役職

●本展の認知経路（複数回答可）

70（%）

前向きに
検討する

28.9%

道路維持・修繕・改良工事 1.3%
上水道・下水道工事 0.3%
不動産・デベロッパー 3.3%
住宅メーカー・建築 2.3%

研究機関・大学 2.6%
情報通信・IT 9.3%
運輸・流通機器・部品 5.6%
電子部品製造 2.3%

参考になった

無回答 1.3%

40

多かった

電力・ガス・空調など各種設備 5.0%

業種

金融・証券・保険 5.3%

24.5%

その他 2.7%

30

学生 1.0%
協会・団体 2.6%

大変
参考になった

日本経済新聞社主催だから 10.1%

0

60

15.6%

6.7%

コンサルタント 8.6%

インフラメンテナンス国民会議が主催だから 8.1%

その他 3.7%

50

出展したい

出展しない

中央省庁 1.0%
地方自治体 5.0%
公共団体 3.6%
ゼネコン 4.3%

1.7%

普通だった

他社主催の展示会と比べ参考になるから 7.0%

商談や企業ブースの訪問 9.7%

40

無回答 11.1%

普通 37.8%

無回答 22.5%

あまり参考にならなかった

特別企画やセミナーが充実しているから 8.4%

社会インフラに関わる部署に所属しているので 20.8%

30

●次回の出展意向
大変
多かった

17.8%

無回答 0.3%

同時開催展が充実しているから 15.4%

20

●来場者属性

参考にならなかった 0.7%

出展者数が多いから 11.7%

10

来 場 者 ア ン ケ ー ト （回答数=302）※四捨五入の関係で合計が100.0にならない場合があります。
●本展をご覧になって、参考になりましたか。

出展者・展示内容が充実しているから 39.3%

製品・技術の導入を検討するため 15.8%

0

6.7%

46.7%

26.1%

●来場の理由（複数回答可）

8.9%

良かった

前向きに
検討する

33.0%

80（%）

70

あまり
多くなかった

20.0%
普通

※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

●来場の目的（複数回答可）

60

20.0%

検討する

35.2%

23.9%

大変
良かった

31.8%
普通

普通

50

6.7%

23.9%

多かった

20.5%

やや不満

40

無回答 2.2%
多くなかった

11.1%

出展したい

4.5%

あまり
多く
なかった

30

●貴社のターゲット層の来場

あまり
効果が
なかった

出展しない

不満

20

無回答 2.2%

無回答 12.5%

8.0%

10

●出展の感想

●次回の出展意向

2.2%

その他

2.2%
0

90（%）

20.0%

開催時期がよいから

22.2%

その他

13.3%

日経グループが主催だから

17.8%

見込み客へのアピール

良かった

15.6%

同時開催展
（社会インフラテックなど）があるから

24.4%

商談の場

普通

開催時期がよいから 4.5%

33.3%

展示会の規模が大きいから

48.9%

新製品発表の場

68.9%

来場者の数が多く見込めるから

68.9%

企業知名度の向上

19.3%

ターゲット層の来場が期待できるから

75.6%

新規顧客の開拓

大変
良かった

インフラメンテナンス国民会議が主催だから 37.5%

商談の場 14.8%

●出展の理由（複数回答可）

自社製品・技術のPR

15.9%

同時開催展（エコプロなど）
があるから 9.1%

新製品発表の場 14.8%

20

●出展の目的（複数回答可）

あまり
効果がなかった

展示会の規模が大きいから 12.5%

2019」との合計数）

出 展 者 ア ン ケ ー ト （回答数=45）※四捨五入の関係で合計が100.0にならない場合があります。
●出展の感想

来場者の数が多く見込めるから 23.9%

企業知名度の向上 44.3%

10

■ 来場者数：18,468人
（同時開催「社会インフラテック

ターゲット層の来場が期待できるから 81.8%

新規顧客の開拓 77.3%

0

2019」との合計数）

●出展の理由（複数回答可）

自社製品・技術のPR 81.8%

場：東京ビッグサイト（東京国際展示場） 南1・2ホール ［東京都江東区有明3-11-1］

■ 展示規模：50社・団体、
110小間（主催者企画含む）

※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

●出展の目的（複数回答可）

期：2019年12月4日
（水）
〜12月6日（金）

■会

■ 展示規模：110社・団体、210小間
（主催者企画含む）
■ 来場者数：18,468人
（同時開催「気候変動・災害対策Biz

出展者・来場者アンケート

70

80（%）

0

5

10

15

20

25

30

35

40（%）
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社会インフラテック 2019／気候変動・災害対策Biz 2019 会場図


ELECOMグループ（エレコム／
ロジテックINAソリューションズ／
DXアンテナ／ハギワラソリューションズ／

出展者
プレゼンテーション
ステージ

ラウンジ

ディー・クルー・テクノロジーズ）




ソーキ



ソニー
ビジネス
ソリューション

デンソー




日立システムズ

日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

インプレス


インフラ
メンテナンス
国民会議
ブース







高洋商会



自治体・団体・
アカデミック
ゾーン



特殊高所技術









中部プラントサービス

ゴトウコンクリート







出入口

ニチレキ




花王

大林組／
大林道路

阪神交易





サンコー



日本工営







熊谷組／
ガイアート

大成ロテック


富士通



共栄工業



東京電設サービス

コニカミノルタ


セフテック













都市拡業

国際航業

クラボウ アジア航測







エム・
ソフト





東北ドローン

OKI



RSK







朝日航洋



Automagi



長野計器





矢崎総業

南1ホール


みずほ情報総研





中国国際
航空







アムニモ



インキュビット







モルフォ













カワハラ技研

マルヒ

三菱ガス化学
カンボウプラス



アルゴ



サイバネットシステム
日本デコラックス



■ 11:00〜12:00
「インフラメンテナンス国民会議地方フォーラム各地方フォーラムの取り組み紹介」

HUAWEI

パネリスト：宮池

克人 氏［中日本高速道路 代表取締役社長CEO］
木下 義昭 氏［玉名市役所土木課橋梁メンテナンス係］ほか
コーディネーター：家田 仁 氏［政策研究大学院大学教授］

12月5日（木）
■ 10:10〜12:00
インフラメンテナンス国民会議地方フォーラムパネルディスカッション
「国民会議の好事例から得る今後のメンテナンス」
パネリスト：各地方フォーラム行政会員自治体職員

コーディネーター：国土交通省総合政策局公共事業企画調整課
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落雷抑制
システムズ

国森プラスチック



トヨクモ









櫻井運輸



カンファレンス
A会場



アイ・ディ・ケイ

FKK



新エネルギー新聞

レジリエンスジャパン推進協議会



IDECシステムズ&コントロールズ

JFEアクアサービス機器

南2ホール

■ 13:00〜13:40

登壇者：第3回
「インフラメンテナンス大賞」受賞者

名古屋大学教授 中村 光 氏 ほか

スペシャルセッション
「本音のインフラメンテナンス」

12

■ 13:00〜14:30
「インフラメンテナンスのグッドプラクティス」

■ 13:00〜13:30

■ 14:00〜15:50



出入口

気候変動・災害対策Biz カンファレンス

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門
衛星利用運用センター技術領域主幹 冨井 直弥 氏

冨山 和彦 氏［インフラメンテナンス国民会議会長／経営共創基盤代表取締役CEO］
家田 仁 氏［インフラメンテナンス国民会議副会長／政策研究大学院大学教授］ほか

Japan Bosaiゾーン

深圳市思倍生电子科技∕宁波甬江神舟光电



出入口

近畿本部フォーラム／中部フォーラム／ちゅうごくフォーラム／九州フォーラム

「インフラメンテナンス国民会議 総会」

ウェザー
ニューズ

建設技術研究所



社会インフラテック カンファレンス
12月4日（水）



東建エンジニアリング
日立パワーソリューションズ

帝人エンジニアリング
日本インシーク







カンファレンス
B会場

サンテックパワージャパン

千代田テクニカルアーツ

アサヒハケ

日本気象協会

風工学研究所






日本防災
プラットフォーム
（JBP）



上海電力
中国 日本
建設銀行
東京支店

エバ・ジャパン

オービタルネット





諸岡

オリエンタルコンサルタンツHD
日立ケーイーシステムズ





中国パビリオン

ハタヤリミテッド





フレクト

在日中国企業協会

中国太平保険サービス日本

NTTデータ イントラマート





主催者企画



アップソーラージャパン

アマノ

ビジー・ビー TTES







ラウンジ

JR東日本メカトロニクス

三信
建材工業





電巧社
新エネルギー・
産業技術総合開発機構
（NEDO）

日本パーツセンター



センチュリー・
エナジー

WOTA



キヤノンマーケティングジャパン

東設土木コンサルタント




日本ユニシス



オリンパス

土木管理総合試験所

カンファレンスステージ



日本コンピュータシステム

ヤマダインフラテクノス





中日本航空

エネルギア・コミュニケーションズ

YE DIGITAL





CACH





北九州市／北九州環境ビジネス推進会
（KICS）



イクシス

戸田建設 淺沼組



嘉興龍吟ソーラーパネル





JX通信社

amuse oneself



清水建設

飛島建設

三重塗料

共和ゴム





零SPACE

JIPテクノサイエンス



エコスタイル

NSW



特殊高所技術協会


将来の高速道路
マネジメント
〜i-MOVEMENT
プロジェクト〜
NEXCO中日本






三井住友建設

富士フイルム







各務原商工会議所／
サクラボテクノロジーズ

西日本高速道路エンジニアリング四国

ハレーサルト工業会



■ 15:30〜16:10
「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）
〈革新的建設・インフラ維持管理／革新的防災・減災〉領域の狙いと施策」
田代 民治 氏
革新的建設・インフラ維持管理技術／
［官民研究開発投資拡大プログラム
（PRISM）
革新的防災・減災技術 領域統括、
鹿島建設常任顧問］

12月6日（金）
■ 10:10〜11:00
「インフラ老朽化対策のドローン・ロボット活用事例」
登壇者：日立システムズ
コーディネーター：河野

ほか
大助 氏［ドローンジャーナル担当編集長］

■ 11:10〜12:00
「インフラメンテナンス健康診断」
橋本 鋼太郎 氏［公益社団法人 土木学会「社会インフラ健康診断」特別委員会委員長］

「インフラ老朽化対策新技術 モデル自治体紹介」
静岡県「点群データの活用技術」
徳島県「水中構造物（橋梁・ダム）の可視化技術」
■ 14:00〜14:50
「インフラメンテナンス テクノロジー&マーケット」
浅野 祐一 氏［日経コンストラクション編集長］
■ 15:00〜15:50
「インフラアセットマネジメントの最新動向」
竹末 直樹 氏［三菱総合研究所 次世代インフラ事業本部インフラビジネスグループ参与］

12月4日（水）
■ 11:00-11:40
「日本社会が抱える社会・環境リスクと経済へのインパクト」
寺島 実郎 氏［日本総合研究所会長、多摩大学学長］
■ 14:00-14:40
「気候変動がもたらす東京都心部の水没危険性」
河田 惠昭 氏［関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授、人と防災未来センター所長］
■ 16:00-16:40
「国土強靱化に関する最近の取組」
宮崎 祥一 氏［内閣官房 国土強靭化推進室 審議官］

12月5日（木）
■ 11:00-11:40
「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題と展望」
清水 淳太郎 氏［資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 課長］

12月6日（金）
■ 11:00-11:40
「パリ協定後のビジネスと最新動向」
高村 ゆかり 氏［東京大学 教授］
※講演者の肩書は、講演当時のものです。

SDGs Week EXPO for Business 2021
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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

SDGs Week EXPO for Business 2021 出展規約

「SDGs Week EXPO」における新型コロナウイルス感染症対策について
SDGs Week EXPOは「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」＊に沿って、今後の感染状況などにより適宜対応し、
状況に合わせた感染防止対策を講じながら開催に向けて準備を進めてまいります。詳細については、その時点の感染状況を踏まえ、出展者

説明会でご案内いたします。開催にあたりましては、出展者および来場者を含めた関係者の皆様の安全を最優先に考え、主催者は以下の取
り組みを行うとともに、出展者の皆様へは下記ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
＊政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・
提言」において示されたガイドライン作成の求めに応じ、
（一社）日本展示会協会が展示会・見本市および付帯イベントにおける新型コロナウイルス感染拡大予防策
として実施すべき基本的事項を具体的に整理したもの。

■ 主催者の取り組み

項目

対応
● 密になりにくいレイアウトプランを心掛けます。
● 受付など待機列が予想される場所には間隔目印を設置します。

展示会場の安全対策

● 受付・インフォメーションなどには飛沫・接触感染防止のため、
アクリル板などを設置またはそれに準ずる策を講じます。
● 主催者が展示ホール内に設置する休憩所・ラウンジなどには、
消毒液を設置します。
● 展示ホール内空気循環のため、
搬入出口を運営・安全面で支障がない範囲で定期的に開放します。
● 主催者が業務委託するスタッフ全員に対し、
毎朝の検温と体調確認を徹底します。
● 展示ホールに入館する全関係者にマスクの着用、
手洗い、
手指消毒、
接触確認アプリ
（COCOA等）
のインストールと稼働を徹底します。
● 会場で、
来場者・出展者などを入館時に検温します。

入館者の安全対策

● 来場募集の際はマスク着用と手指消毒の義務や検温を行うことを告知し、
COCOA等のインストールと稼働を推奨します。
● 感染疑い者発生時のマニュアルを作成し、
適切に対応します。

● 会期中は看護師を常駐させ、
体調不良の方の一時手当を行います。
● 入館時の検温で37.5度以上の発熱があることが分かった入館者、
または体調不良を申告した入館者に対し、入館をお断りします。
● 来場者の事前登録促進などにより会場受付での対面接触の削減を工夫します。

● 来場者にはウェブサイトでの事前登録を推奨し予定入館者数の把握に努めます。

混雑のコントロール

● 入館者数を常時確認し、
混雑の際は入館制限を行います。
● 密防止について、
必要に応じ館内アナウンスを繰り返し行います。
● 最終日、
閉館後は来場者に速やかな退館を促し、搬出の密を回避します。
● 登壇者・司会者の演台に飛沫防止シールドを設置、
または登壇者と聴講最前列の距離は2m程度の飛沫到達距離を空けます。

セミナー・式典などの
安全対策

● 聴講者間距離は1m程度とし、
場所の密閉度を考慮し適切なソーシャル・ディスタンスを保ちます。
● セミナーは、
会議室のドアの開放やオープンスペースでの実施とするなど密閉空間を避けます。
● 登壇者が使用するマイクやパソコン、
ポインターなどの備品は毎回消毒を行います。

● 感染防止のため、
聴講者には自らが使用する筆記用具、水などは各自用意するよう事前に周知します。
● 感染リスクのある付帯イベント
（開会式、出展者パーティー、懇親会など）は感染状況を見ながら必要であれば自粛します。

■ 出展者および展示装飾関連施工会社へのお願い

項目

対応
● 出展ブースをデザインする際は、
密を避けるデザイン（例えば、壁を少なくする、レイアウトに余裕を持つなど）となるよう配慮し、現場

施工の負担が大きくならないデザインを計画してください。
● 今回は高さ制限を従来から変更します。
詳細は8ページをご確認ください。

ブース設計・
ブース内安全対策

● 商談エリアで来場者と対面となるレイアウトの場合には、
双方のマスクの着用を徹底し、必要に応じて飛沫感染防止のためのアクリル

板やビニールカーテンなどの遮蔽物を設置するようお願いいたします。
● ブース内の共有物品やドアノブなど、
人の手が触れるものを清拭消毒するようお願いいたします。
● 出展物などは頻繁な消毒または来場者が触れにくいような工夫をお願いいたします。
● マスクやフェイスシールド、
手袋などウイルスが付着している可能性があるものはプラスチック製袋などに入れた上で必ず密閉し、清

掃会社に破棄を依頼してください。
● 顧客を招待する際は、
会場での検温があること、マスク着用が必須であることなど注意事項の周知をお願いいたします。
● 事前来場予約を促進し、
商談の効率化とブースでの密防止にご協力をお願いいたします。
● 商談や説明時なども含め大声での会話や呼び込みはお控えください。

顧客・来場者への
周知および安全対策

● 自社ブースの来客状況によりデモンストレーションや商談時間を柔軟に調整し、
密な状況を作り出さないようご配慮をお願いいたし

ます。
● 接触感染防止のために、
商品パンフレットや会社案内などの資料はデジタル化などをご検討ください。
● 可能であれば各社が日別の来場予定顧客名簿を含む商談予定表を作成し、
管理するようお願いいたします。
● 閉館後は来場者に速やかな退館を促してください。
● 勤務予定のスタッフ全員に対し、
毎朝検温と体調確認の徹底をお願いいたします。

自社および
外注先スタッフの
安全の確保

● スタッフの防護具
（マスク・フェイスシールドなど）やブースで使用する消毒液のご用意をお願いいたします。
● スタッフ全員のマスク着用と頻繁な手洗い、
手指消毒を徹底してください。
● 外出や商談後にスタッフの手指消毒の徹底をお願いいたします。
● 自社ブースに説明員などで参加する自社スタッフおよび外注先の日別名簿を作成してください。
● 搬出の際、
施工関係者は出展者の搬出が終わるまで入館しないようにしてください。
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【1．規約の履行】
出展者（共同出展者を含みます、以下同じ）はSDGs Week EXPO for Business
（以下「本展示
会」と総称します）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」と総称します）を遵守しな
くてはなりません。また、出展者は、その役員・従業員・株主・出資者等の関係者、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ます）
（以下
これらの者を「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・開催期間を含みます）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、主催者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。

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。
「出展細則・提出書類」に規定され、出
7-3．装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、
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ち込
みは禁止されていますので、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．写真・動画撮影については、出展者は主催者に届け出て了承を得た後、自社ブースのみ撮影
することができます。
7-10．出展者が展示会場内で酒類を販売または試飲提供する場合は、未成年者や車両運転者に
は提供してはいけません。出展者が酒類を販売または試飲提供したことによって、未成年者の
飲酒や車での来場者が飲酒運転などの事件・事故を起こした場合、主催者は一切その責を負い
ません。
7-11．その他、前各項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、出展者等はその決定に従うものとします。

【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、出展申し込み受理の保留、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。
≪出展申し込み受理の保留、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」
【8．個人情報の取り扱い】
「他の出展者や来場者などから苦情が予想される場合」
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
「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」
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
「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」
「主催者が開催した過去の展示会で出展規約に違反したか、出展取り消しとなったことがある 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。
場合」
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」
「その他、出展が不適当と主催者が判断する場合」
2-2．感染症などの発生や流行地域としてWHO（世界保健機関）や厚生労働省、外務省等が指 を遵守した適切な管理・運営を行わなければなりません。
「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、
定・勧告する国・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 8-3．出展者は、
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
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。
切な対応を取らなければなりません。
【3．出展申し込みおよび出展料金の支払い】
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
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 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
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
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。
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」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こと 9．損害賠償責任】
を求めることがあります。なお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 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
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 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
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 への損害に対し、一切の責を負いません。
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り次ぎを委 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。
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 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
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 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
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 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
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 かに補填しなければならないものとします。
消す権利を持ちます。
（出展者（広告代理店を含みません）が広告代理店に対して出展料金を支 9-4．主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、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
払い済みであるか否かは問いません。）
3-3．主催者は、天災地変、疫病、感染症の蔓延、交通機関の遅延、ストライキ、戦争、内乱、テロそ じた出展者等の損害は補償しません。
の他の不可抗力のほか、主催者の責によらない事由により本展示会の開催を中止または期間を 9-5．主催者は、ガイドマップ、ウェブサイトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた
短縮する場合があります。この場合、主催者に支払われた出展料金は、以下の基準により返金し 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
ます（広告代理店を通してのお申し込みの場合は広告代理店に返金します）。
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
①2021年10月12日（火）以前：出展料金の100％
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、出展者等の責任のもとで
②2021年10月13日
（水）
〜11月13日（土）
：出展料金の80％
解決するものとします。
③2021年11月14日
（日）
〜12月5日（日）
：出展料金の70％
④2021年12月6日
（月）
〜7日（火）
[搬入期間]：出展料金の50％
⑤2021年12月8日（水）以降［会期中・搬出撤去期間］
：出展料金の0％

【4．出展キャンセル】
4-1．出展申込受理後の出展取り消し・解約は認められません。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、
出展の全部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出展料金の全額を主催者に支払わなければなりません。
4-2．出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただきます。
4-3．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。
5-2．出展者は、主催者が定め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し込
み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。

【10．反社会的勢力の排除】
10-1．出展者は、出展者等が現に反社会的勢力（以下の❶〜❽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主催者に対して表明・保
証するものとします。
❶
『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
❷
『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
❸
『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
❹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
❺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
❻前❶〜❺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
❼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
❽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
した出展料金を返金せず、
また取り消しによって出展者等に生じた損害も賠償しません。

【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．主催者は、法令の許容する範囲内で本規約を変更することがあります。その場合、主催者
は出展者に対し、本規約を変更すること、当該変更の内容および効力発生時期を適宜の方法で
事前に周知します。当該効力発生時期以降は、変更後の本規約が適用されます。

