
～大学研究室限定～

アカデミアポスター展示

1申込締切
2021年9月30日（木）

ナノテクノロジー分野での研究や産学連携に取り組まれている学校研究室の皆さまへ
スタートアップ・ベンチャー企業の皆さまへ

スタートアップ パビリオン

出展案内



＊アカデミアポスター展示＊
産業界へ研究成果を広く公開し、次の研究ヒントや共同研究先の
開拓が可能なポスター展示

＊スタートアップ パビリオン＊
優れた技術をお持ちのスタートアップ・ベンチャー企業の
新たなビジネスチャンスを創出することを目的としたパビリオン

世界最大のナノテクノロジーの総合展 “nano tech” で
スタートアップの持つシーズのビジネス化の実現のほか、

研究と産業界のニーズをつなぐ場所として
オープンイノベーションを加速し新たなビジネスチャンスを創出いたします

前回展 nano tech 2021

こんな方にお勧め
・研究・開発結果をポスターとオーラルで発表し、レジメに実績として載せたい
・企業とスタートアップの連携を加速し社会実装を促進したい
・予算に制限があり支出できる範囲で出展したい
・若手研究者やスタートアップと共同研究等の実施を希望する企業と出会いたい
・異なる専門の技術者・研究者が互いの領域に踏み出しながら協調していきたい など



◆名称 nano tech 2022 第21回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
◆テーマ 新しい社会変革を牽引するナノテクノロジー

Social Transformation through Nanotechnology
◆会期
・オンサイト展 2022年1月26日（水）‐ 28日（金）
・オンライン展 2021年11月26日（金）‐ 2022年2月28日（月）
・プレイベント 2022年1月12日（水）‐ 19日（水）

◆開催形態
東京ビッグサイト 東2・3ホール＆会議棟+オンライン

＊今年度は東ホールで開催いたします
◆予定規模
1,000社/1,800小間 来場参加者数 40,000名

（うち東京ビッグサイト来場者：30,000名）
※同時開催展/オンライン参加含む

開催概要

全体プラン

最左 nano tech 2020 その他 nano tech 2021



nano tech 来場者が検索したワードTOP100
オンライン会期 2020/10/26ー1/31に検索 Google Analytics

研究と産業界のニーズをつなぐ場所としてnano techをご活用ください

このほか、技術・応用分析キーワード来場企業・団体 業種別ランキングなど

続きは https://www.nanotechexpo.jp/main/
資料請求→来場者分析データから

ご確認ください

https://www.nanotechexpo.jp/main/


小間位置につきましては、申込時期・過去の出展履歴・出展予定製品を考慮の上、主催者側にて決定いたします

申込方法

小間位置
お申込みはこちらから 出展（その他） にて各出展料×1小間とご記載ください
※キャンセル料等その他出展規約をご確認の上お申込みください
※出展規約を必ずご確認ください
https://www.nanotechexpo.jp/pdf/Terms_Conditions_j.pdf

募集要項

1. 資本金3億円以下、従業員数300名以下および設立してから20年以下の会社

2. 出展対象に合致する技術・サービスを持っていること
https://www.nanotechexpo.jp/main/exhibitor.html

3. nano tech ベンチャーパビリオンブースへの出展が5回未満

4. ビジネスマッチングシステム（参加者間の事前アポイントツール）に登録すること

5. 自社webサイトへの出展告知・来場案内の配布に意欲がある方

出展条件

出展料に含まれるもの
社名板、床面パンチカーペット、コンセント（2口）、スポットライト 1灯、 、パイプイス 1脚、テーブル/白布巻き（4㎡のみ） カタログスタンド・
受付・展示台（6㎡のみ）、幹線工事（電気使用量込１kw）*１ ※仕様は一部変更になる可能性がございます。
*1）幹線工事には照明の消費電力（300w）を含みます。

・オンライン機能は最大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が含まれます。
機能詳細はこちら：https://www.nanotechexpo.jp/pdf/onlineexhibitors_proposal.pdf
・プレゼンテーションはご希望者のみとなり、主催者にて時間を決定しご案内いたします。会場：シーズ＆ニーズセミナー会場

パッケージブース＋オンライン機能*2＋15分プレゼンテーション*3

4㎡ 198,000円（税込）
6㎡ 253,000円（税込）

スタートアップ パビリオン

左記すべてを満たす
大学・企業を対象と
させていただきます。

アカデミアポスター展示 ～大学研究室限定～

ポスタースタンド＋オンライン機能*2 ＋15分プレゼンテーション*3

33,000円（税込）

出展料

出展料

https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2022/nanotech
https://www.nanotechexpo.jp/pdf/Terms_Conditions_j.pdf
https://www.nanotechexpo.jp/main/exhibitor.html
https://www.nanotechexpo.jp/pdf/onlineexhibitors_proposal.pdf


ブース/スタンドイメージ

6㎡ 4㎡

ポスタースタンド

イメージ

イメージ

↑装備品↑
社名板・床面パンチカーペット・
コンセント（2口）・スポットライト1
灯・パイプイス1脚・受付・展示台・
カタログスタンド・受付・幹線工事
（電気使用量込１kw）

↑装備品↑
社名板・床面パンチカーペット・コンセント
（2口）・スポットライト1灯・パイプイス
1脚・テーブル/白布巻き・幹線工事
（電気使用量込１kw）

COMPANY NAME COMPANY NAME

イメージ



特別企画 スタンダード出展 その他特別企画

ポスター展示
スタートアップ

小
スタートアップ

大
通常出展 通常出展 ナノカーボン ナノセルロース MI DX

価格 33,000 198,000 253,000 198,000 374,000 121,000～ 33,000～ 121,000～

対象
研究室の方

限定
1社1小間 1社1小間

独法・公的
機関・アカデミア

企業 1* プランによる 2* プランによる 3* プランによる

サイズ A0/A1 1枚 4㎡ 6㎡ 9㎡ 9㎡ 1* プランによる 2* プランによる 3* プランによる

施工 込 込 込 スペースのみ スペースのみ 1* プランによる 2* プランによる 3* プランによる

オンライン機能

展示数 1製品 3製品 3製品 10製品 10製品 1* プランによる 2* プランによる 3* プランによる

顧客情報
取得

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

商談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広報 サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム サポートプログラム

セミナー（研究発表）

込4* （15分） 込4*（15分） 込4*（15分） オプション（30/45分） オプション（30/45分） 1* プランによる 2* プランによる 3* プランによる

出展料（税込）

1*https://www.nanotechexpo.jp/main/pdf/nanocarbon.pdf
2*https://www.nanotechexpo.jp/main/pdf/nano-cellulose.pdf
3*https://www.nanotechexpo.jp/main/pdf/materials.pdf
4*希望者のみ（発表されない場合でも割引はございません）

その他特別企画もご用意しています、お気軽にお問合せください



申込締切：

2021年9月30日（木）

お問合せ
nano tech 実行委員会事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）

〒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

nanotech@jtbcom.co.jp 03-5657-0760
新型コロナウイルス感染症対策により、在宅が多いため、極力メールを活用ください

ご参加しやすいメニューをご用意いたしました
お気軽に事務局までお問い合わせください

お申込みはこちらから

mailto:nanotech@jtbcom.co.jp
https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2022/nanotech

