
◆会期
・展示会 会期：

2023年2月1日（水）- 3日（金）

・オンライン展 会期：
2022年12月1日（木）--2023年2月28日（火）

◆開催形態：ハイブリッド
・東京ビッグサイト東ホール + オンライン

「ナノテクで加速する量子未来社会」
量子ゾーン 緊急募集

2022/9/20
㈱JTBコミュニケーションデザイン/nano tech実行委員会事務局



量子ゾーンとは
2023年2月1日（水）- 3日（金）

シミュレーション・インフォマティクスと
融合したハイブリッドイベント

1

未来に先駆けた先鋭的な特別シンポジウム

2

研究開発層とのビジネスチャンスを創出

3

nano techでは世界最大級の国際ナノテクノロジー総合展として20年以上にわたり
国内外の国研、アカデミア、企業が出展し多くの開発品・最新技術が発表されてきました。
ナノテクノロジー・材料技術を中心に、ライフサイエンス・環境エネルギー・IT・半導体などの
幅広い業種から開発課題のブレイクスルーにつながる技術や情報を求めてご来場されています。
市場ニーズを見据えた事業共創、開発の上流からのビジネスマッチング機会をご提供いたします。

nano tech検索ワードにて量子関連のキーワードは2020年、2021年の2年間で300％以上検索さ
れるなど多くの関心が集まっています。一方、自社開発において何をどのように活用すべきか最適
な「解」を見つけるまでには組み合わせや人材育成面でも課題があり試行錯誤の連続です。
シミュレーションソフトやインフォマティクス、スパコンと量子コンピュータが融合し一堂に会す
ることにより「導入を検討している」「情報収集している」「すでに利用していていて課題があ
る」関心のある層を効果的にイベントへ集客し課題解決にむけたユーザー層との質の高いコミュニ
ケーションの場をオンライン・リアル双方のハイブリッドで実現します。

理化学研究所 量子コンピュータ研究センター、量子科学技術研究開発機構などの
国内の最先端研究を実施されている実行委員会により毎年企画している量子特別シンポジウム。
国家戦略から国内外キーマンによる最前線の研究開発と実用化・導入事例など、そこでしか聞けな
い内容をリアルでご講演。大変好評をいただいております。

量子

シミュレーション インフォマティクス

スパコン

開発課題のブレイクスルー
研究開発を促進

製品・技術の高付加価値化

マテリアル技術
ナノテクノロジー
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◆出展対象：

・量子コンピュータ開発

・量子ソフトウェア

・量子センサ

・量子計測

・量子生命科学

・量子セキュリティ

・量子通信

・量子AI

・量子マテリアル

・コンサルティング

・人材育成

待望の国産量子コンピュータ開発発表が間近に迫り、国家戦略としての「量子未来社会ビジョン」
（量子技術による社会変革）の実現にむけてますますビジネス活用が加速します。研究開発の
基盤技術が集結するnano techにおいて「量子ゾーン」を緊急募集します。

職種

X

募集対象
2023年2月1日（水）- 3日（金）

◆来場対象：

・材料・化学メーカー 研究者

・半導体・精密機器 研究者

・自動車メーカ 研究者

・経営者

・事業開発

・大学・研究機関

・官公庁、自治体

・ベンチャーキャピタル

・創薬・医療
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「ナノテクで加速する量子未来社会」

量子ゾーン 緊急募集

▼特別シンポジウム：ナノテクで加速する量子未来社会 開催決定！
●2023年2月3日（金）11:45-13:45
●東京ビッグサイト東1 メインシアター

量子技術イノベーション拠点 展示

座長： 理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 副センター長 萬 伸一氏

量子政策：内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 企画官/
文部科学省 研究振興局 基礎・基盤研究課 量子研究推進室 室長 迫田 健吉氏

理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 超伝導量子計算システム研究ユニット ユニットリーダー 田渕 豊氏

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授/ 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 副センター長 藤井 啓祐氏

量子科学技術研究開発機構 量子機能創製研究センター センター長 大島 武氏

大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 准教授/量子科学技術研究開発機構 量子生命科学研究所 グループリーダー 根来 誠氏

+

2023年2月1日（水）- 3日（金）

3

https://qih.riken.jp/


nano tech 2022 実施内容 「ナノテクで加速する量子技術イノベーション」

・量子技術イノベーション拠点中核組織
理化学研究所
・量子コンピュータ開発
理化学研究所
・量子センサ
東京工業大学
・量子マテリアル
物質・材料研究機構
・量子生命
量子科学技術研究開発機構
・量子セキュリティ
情報通信研究機構
・量子ソフトウェア研究
大阪大学
・量子デバイス開発
産業技術総合研究所
・量子コンピュータ利活用
東京大学－企業連合

▼量子技術イノベーション拠点パネル展示

●会期：2022年1月26日（水）～28日（金）
●会場：東京ビッグサイト東2ホール

▼特別シンポジウム
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出展料

募集要項（ブース出展）

A: ９㎡スペース出展 B: 4㎡パッケージ出展 C: ポスター出展

※イメージ図

￥198,000 （税込）

出展申し込みは１社１小間までとなります。

ブースサイズ:1.98m×1.98ｍ高さ2.7m

＜出展料に含まれるもの＞
社名板、スポットライト 1灯
会議テーブル１台
(W1500×D600×H730)
パイプイス 1脚
コンセント
オンライン出展機能

￥33,000 （税込）1小間（9㎡）￥374,000 （税込）

多くの来場者の目に留まりやすい、特別ゾーンでの出展と
なります。適度なスペースで貴社の商談とPRを可能にし
ます。また2小間以上もお申込み可能です。その際は1
小間あたり上記金額×必要小間数分となります。

＜出展料に含まれるもの＞
スペース（9㎡）

※施工費別途

大学・アカデミアの他、既にnano techの
ご出展いただいている企業様のサテライト
ブースとしてプラスいただけるポスター出展
となります。

＜出展料に含まれるもの＞
A1サイズのポスターが取付可能な
パネル

小間位置 A: ９㎡スペース出展：申込順で小間位置をお選びいただけます。
B: 4㎡パッケージ出展: 主催者にて小間位置を決定いたします。
C: ポスター出展は：主催者にて小間位置を決定いたします。

◆ 最大10種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR
◆ 閲覧者データの取得
◆ ビジネスマッチングシステム機能

オンライン出展機能

出展料には、オンライン出展機能 も含まれます！

◆ 最大3種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR
◆ 閲覧者データの取得
◆ ビジネスマッチングシステム機能

オンライン出展機能

◆ 最大1種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR
◆ 閲覧者データの取得
◆ ビジネスマッチングシステム機能

オンライン出展機能

※イメージ図

ポスター印刷代金、取り付け料金は含まれておりません
ので、ポスター印刷から設置まで出展者様にてお願いい
たします。

￥340,000 （税抜） ￥180,000 （税抜） ￥30,000 （税抜）

2023年2月1日（水）- 3日（金）
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会社ロゴ
社名
小間番号

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

JTBコミュニケーションデザイン
小間番号：〇〇-××

社名or製品名クリックで
各社詳細ページへ

製品・サービス
動画掲載

JTBコミュニケーションデザイン

××××××××××××××××××。
××××××××です。×××××可能です。

製品・サービス
資料掲載

製品・サービス
画像掲載

●お問い合わせチャット

●アポイントの受付

●最大10件の製品情報掲載
- テキスト(製品・サービス紹介文)
- 画像
- 資料(PDFなど)
- 動画(URLを登録・サムネイル表示)

●資料/動画閲覧者情報の取得

★ポイント★

資料/動画閲覧者情報は

出展者マイページから随時ご確認いただけます。

動画は、出展者様にて動画作成の上、出展者マイページ
→公式ホームページ掲載原稿→フォーム覧にURLリンク
を紐づけいただく形式となります。 ※ご利用される動
画プラットフォーム（YouTube、Vimeo等）
指定はございません。

■オンライン出展機能詳細：充実した展示情報の発信
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■nano tech 2023WEBより

①オンライン申込フォームにアクセスしてください。
https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/nanotech

②「出展ゾーン」項目にて「 その他：主催者特別展示」
を選択の上、必要事項を記入ください。

③「お申込み内容および出展料金」項目にて「出展（その
他）」覧に金額をご記入ください。
【ご注意！】入力の際は、税抜金額を入力してください。

④下部の「連絡欄（ご要望等）」にて
量子ゾーン
「A:９㎡スペース出展」「B:4㎡パッケージ出展」
「C:ポスター出展」 等ご希望の出展内容をご記入ください。

■nano tech 2023 既申込の方々

nano tech実行委員会事務局までメールにて、本企画への移動の旨とご希望の出展内容をご連絡ください。
nanotech@jtbcom.co.jp

ご出展料の請求、展示会へのご出展準備スケジュールについては、nano tech 2023の内容に準拠し、事務局からご連絡をいたします。

340,000 340,000

量子ゾーン 9㎡スペース出展

2023年2月1日（水）- 3日（金）

お申込方法
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nano tech Secretariat Office
c/o JTB Communication Design, Inc.

nano tech 実行委員会事務局 担当：瀧澤・瀬島・香田・西田
(JTBコミュニケーションデザイン内)

公式ウェブサイト
https://www.nanotechexpo.jp/main/

Celestine Shiba Mitsui Building, 3-23-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8335
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL: 03-5657-0760 FAX: 03-5657-0645
Mail: nanotech@jtbcom.co.jp

お問合せ
2023年2月1日（水）- 3日（金）

https://www.nanotechexpo.jp/main/
mailto:nanotech@jtbcom.co.jp

