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㈱JTBコミュニケーションデザイン/nano tech実⾏委員会事務局

第4回
ナノカーボンオープン
ソリューションフェア

出展のご案内



【目的】

【参加対象】
① NBCIナノカーボンWGメンバー（委員及びオブザーバ）
② ナノカーボン関連の技術・製品を有する企業、団体

【展示コンセプト】

企画概要

ナノカーボンの製造及び使用等に関する展示を集約することで、ナノカーボンの
用途拡⼤に向けた効率的なビジネスマッチングの場を提供する。これにより、
再び脚光を浴びつつあるナノカーボンの実用化が更に加速されることを目指す。

ナノカーボンのあらゆる用途開発のためのオープンソリューション

【来場ターゲット】
電池、電⼦部品、樹脂、⾼分⼦材料、⾃動⾞、航空宇宙などあらゆる業種分野で
ナノカーボン技術に関心の⾼い研究開発者/製品開発・設計/経営者

・有機材料、無機材料等材料設計者
・電気・電⼦機器総合電機
・半導体・電⼦電⼦部品製造業
・⾃動⾞・輸送・運輸機器・部品製造業

業種 職種

研究開発
製品開発・設計



nano tech 2023 開催概要

◆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
東京ビッグサイト東ホール＆会議棟 + オンライン

ナノカーボンオープンソリューションフェアは東京ビッグサイト東ホールで
開催される国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 nano tech 2023のフェ
アインフェアとして同時開催いたします。

リアルを軸としたハイブリッド展示会



出展のメリット

1 集中展示によるターゲット来場者の囲い込み
従来のnano tech展では、多数の出展者がブースを構えており、来場者からブースを発⾒し
てもらうには規模、プロモーションが必須となります。ナノカーボンオープソリューション
フェアでは「ナノカーボン」に関⼼の⾼い来場者と接することが出来るため、質・量共に⾼
い効果を得ることがでます。

特集掲載による効果的なプロモーション2

特集として取り上げ、メールマガジン等でも
配信を⾏われることで、ターゲットに絞った
⾼い集客⼒が⾒込まれます。

準備がシンプルなワンパッケージ3
パッケージ込でブースをご用意しているので面倒なブー
ス準備を軽減。出展製品を持ち込むだけで出展可能です。
また同企画エリア内でのプレゼンテーション
により、プロモーションの相乗効果も期待できます。

プレスリリース招待状

2021年1月 第三回開催より



ナノカーボンオープンソリューションフェア出展形態

• 東京ビッグサイトにブース出展する出展プラン
• ブース出展した場合、オンライン出展機能が無料で付帯しています。ハイブリッド展示会のすべての機能がフ

ルにご利⽤いただけます。
• 7月31⽇まではキャンセル料がかからず、じっくりご検討いただける、仮申込が可能です。
• 出展小間位置は主催者決定となります。
• ブース出展者にはエリア内でのプレゼンテーションをご提供（時間/主催者決定）

1. ブース出展

● 通常（9㎡）ブース

● ポスター展示（1㎡）ブース

• オンラインのみで出展する出展プラン
• 出展製品数とPRメニューの内容に応じたプランでご出展いただけます。
• 出展製品に関する資料や動画がアップ可能なほか、閲覧者の情報もリアルタイムに取得いただけます。

● オンライン出展（スタンダードプラン）
● オンライン出展（ライトプラン） ※初出展者のみ

2. オンライン出展



￥ 605,000(税込)

スペース(3x3m)、パッケージブース、オンライン機能、プレゼンテーション含む
※企画出展のため、パッケージブース付きのご案内となります。
※⾃社施⼯をご希望の場合は事務局までお知らせください。（⾦額の変更は不可）
※フェア内のブース位置は主催者にて決定の上ご案内いたします。

通常（9㎡）ブース

パッケージブース
※仕様は⼀部変更になる可能性があります。

プレゼンテーション
 場所︓フェア内、プレゼンテーションスペース
 1講演15分
 各社2回程度

※お申込み出展者数により
回数は変動します。

※講演時間は主催者にて
調整の上ご案内いたします。

 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

オンライン機能

展示パネルは付きませんので、出展者でご持参ください。

オンライン出展（スタンダードプラン）
60万円税別相当と全く同じ機能が使える

お得なプランです。



スペース(0.5x2m) 、パッケージブース、オンライン機能、プレゼンテーション含む
※企画出展のため、パッケージブース付きのご案内となります。
※⾃社施⼯をご希望の場合は事務局までお知らせください。（⾦額の変更は不可）
※フェア内のブース位置は主催者にて決定の上ご案内いたします。

ポスター展示（1㎡）ブース ￥121,000(税込)

 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

パッケージブース
※仕様は⼀部変更になる可能性があります。

オンライン機能

展示パネルは付きませんので、出展者でご持参ください。

プレゼンテーション
 場所︓フェア内、プレゼンテーションスペース
 1講演15分
 各社2回程度

※お申込み出展者数により
回数は変動します。

※講演時間は主催者にて
調整の上ご案内いたします。



￥660,000(税込)
オンライン出展（スタンダードプラン）

￥ 220,000(税込)
オンライン出展（ライトプラン）

 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

 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

※初出展者のみ

さらにオンライン出展に効果的な広報プランをセットにした
プレミアムプランもご⽤意しております。詳しくは担当者までお問い合わせください。



オンライン機能
詳細



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
資料掲載

製品・サービス
画像掲載

★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。

- 出展者オンライン展示 -

●お問い合わせチャット
- 定型アンケートの表示/非表示
●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



- 資料/動画閲覧者データの取得 -

出展者マイページからいつでも
「資料/動画閲覧者情報リスト」「セミナー視聴者
リスト」をダウンロード可能。
※セミナー聴講者リストはオンラインセミナー申込者のみ

閲覧者情報として以下取得可能。
・氏名 ・会社名 ・部署/役職
・住所 ・電話番号 ・メールアドレス
・業種/職種 ・読取日
・閲覧した資料/動画のタイトル



オートレコメンド機能
潜在的な顧客/パートナーをレコメンド

アポイントやメッセージ送信で出展者からアプローチ可能

メッセージ機能

自動スケジューリング機能
システムが自動的に日程を調整・いつでも変更可能

★ポイント★

商談は、展示会場内または

オンラインテレビ会議にて
実施いただけます。

-ビジネスマッチングシステム機能 -来場予定者・会場で会えなかった方にもコンタクト可能 -

ビジネスマッチングシステム



【重要】新型コロナウイルス感染症対策について
当展示会では出展者、来場者および主催者、運営関係者の新型コロナウイルス感染拡⼤低減の対策

を⾏い、展示会の安全性に配慮し、実施するための対応⽅針を取りまとめております。展示会開催に
向けて、政府や関係省庁、⾃治体の⽅針や要請を考慮し、東京ビッグサイトの対応指針に則り、施設
側と協議、連携のうえ計画、実施いたします。

参加者におかれましては、感染拡⼤低減に向けた対策にご協⼒をお願いいたします。なお、状況に
より事前の告知なしに対策が必要と判断した場合は対策を追加し、不要な状況と判断した場合は対策
を削除する場合があります。

■感染拡大低減に向けた主な取り組み
・会場における 3 密を避けるための全体レイアウト、セミナー会場、休憩スペース等の配置を⾏います。
・滞在時のマスク着用を義務付け、未着用者の入場をお断りいたします。
・ホール入口では入場者の検温、消毒を実施し、発熱者には入場をお断りする場合がございます。
・厚⽣労働省発表の感染症対策に基づき、参加者への事前周知、場内看板掲出等周知を徹底します。
・施設が定める感染疑い発⽣時の対応マニュアルに準拠し、安全対策を実施します。
・参加者の安全に配慮し、主催者および展示会運営スタッフはマスクを着用し対応いたします。

■出展者の皆様へのお願い
・出展関係者の皆様の体温、体調を毎⽇確認し、体調不良の⽅の参加を控えてください。
・出展関係者の皆様のマスク着用、うがい、手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。
・マスク、消毒液、その他必要な備品は⾃社にてご用意いただくようお願いします。
・展示製品、受付デスク等のブース備品は、清掃消毒の徹底をお願いします。
・ブース来場者への紙媒体やノベルティなどの提供物に関しては、各⾃にお取りいただく⽅法、

また保管場所の 清拭消毒を励⾏するなど感染リスクを軽減する対応をお願いします。



お申込方法

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。

④下部の「連絡欄（ご要望等）」にて
「通常ブース（9㎡）」「ポスターブース（1㎡）」「オンライ
ンスタンダード」「オンライン-トライアル」等ご希望の出展内
容をご記入ください。

仮申込有効期間︓7月31⽇（⽇）
申込期⽇ ︓9月30⽇（⾦）

申込締切

■nano tech 2023へすでにお申込の方
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

フェア内の各社小間位置につきましては、主催者・共催者の協議の上決定、通知をさせていただきます。
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。



お問い合わせ

nano tech Secretariat Office
c/o JTB Communication Design, Inc.

nano tech 実⾏委員会事務局
(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



過去開催報告

別紙



第1回〜第3回開催規模

出展者数 小間数

26社 9㎡︓11小間
1㎡︓16小間

第1回

11社
9㎡︓4小間
1㎡︓7小間

オンライン︓3社

第2回

第3回

24社
9㎡︓8小間
1㎡︓16小間

オンライン︓1社



第1回ナノカーボンオープンソリューションフェア

AT-02-11
伯東
スタットピールアジア

AT-02-14
仁科マテリアル

AT-02-B
ジカンテクノ

AT-02-2
⽇信⼯業

AT-02-1
⼤⽇精化⼯業

AT-02-4
東邦化成

AT-02-3
TPR

AT-02-6
サンアロー

AT-02-7
⽇本ゼオン

AT-02-5
⽇本資材

プレゼン
テーション

エリア
26席

AT-02-A
GSIクレオス

AT-02-13
信州⼤学

先鋭材料研究

AT-02-12
堀場製作所

AT-02-10
住化分析センター

AT-02-9
三洋貿易

AT-02-D
⾼圧ガス⼯業 AT-02-C

浜松カーボニクス

AT-02-E
名城ナノ
カーボン

AT-02-F
昭和電⼯

AT-02-G
⽇本ゼオン

AT-02-H
⼤陽⽇酸

MC山三ポリマーズ
三菱ケミカル

アドバンスドマテリアルズ

AT-02-I
美粒

AT-02-J
産業技術総合研究所
ナノチューブ実用化
研究センター

AT-02-15
NEC

AT-02-16
花王

出展企業 小間番号

イデア・インターナショナル プレゼンテーション

NEC AT-02-15

花王 AT-02-16

⾼圧ガス⼯業 AT-02-D

サンアロー AT-02-6
産業技術総合研究所 ナノチューブ実用化
研究センター AT-02-J

三洋貿易 AT-02-9

GSIクレオス AT-02-A

ジカンテクノ AT-02-B

昭和電⼯ AT-02-F

信州⼤学 先鋭材料研究所 AT-02-13

住化分析センター AT-02-10

⼤⽇精化⼯業 AT-02-1

⼤陽⽇酸

AT-02-HMC山三ポリマーズ

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ

TPR AT-02-3

東邦化成 AT-02-4

仁科マテリアル AT-02-14

⽇信⼯業 AT-02-2

⽇本資材 AT-02-5

⽇本ゼオン AT-02-G

⽇本ゼオン AT-02-7

伯東
AT-02-11

スタットピール アジア

浜松カーボニクス AT-02-C

美粒 AT-02-I

堀場製作所 AT-02-12

名城ナノカーボン AT-02-E



第2回ナノカーボンオープンソリューションフェア



第3回ナノカーボンオープンソリューションフェア

出展企業 小間番号
高圧ガス⼯業 2T-13-A

名城ナノカーボン 2T-13-B
アルメディオ 2T-13-C
GSIクレオス 2T-13-D
常光 2T-13-E
ニッタ 2T-13-F
⽇本ゼオン 2T-13-G
⽇本電気 2T-13-01
大⽇精化⼯業 2T-13-02
スペクトリス 2T-13-03
花王 2T-13-04
仁科マテリアル 2T-13-05
堀場製作所 2T-13-06
国⽴大学法⼈信州大学
先鋭材料研究所 2T-13-07

イデア・インターナショナル 2T-13-08
三洋貿易 2T-13-09
サンアロー 2T-13-10
⽇本資材 2T-13-11
I-PEX 2T-13-12
北越コーポレーション 2T-13-13
TPR 2T-13-14
双⽇ 2T-13-15
ジカンテクノ 2T-13-16
⽇⽴⾦属 オンライン



■第1回

特別講演

■第3回

※第2回は新型コロナウイルス拡⼤のため実施せず


