
展示会概要

第20回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

多くの皆様に支えられ、2002年の初開催からお陰様で20周年を迎える事ができました。

次の20年も、世界からここ日本で。
世界最大級のナノテクノロジーのビジネスショーとして多くの最新技術が発表され、

産学官や国を超え、様々なビジネスマッチングが創出されました。
研究開発のスピードと国際競争力が求められ、環境問題など様々な課題に直面している今、

様々な分野の高付加価値を共創する最先端テクノロジーの総合展として、さらに進化し続けます。

出 展 の ご 案 内
Thank you 20th Anniversary

ナノ粒子、複合材料、ナノセルロース、カーボンナノチューブ、ナノファイバー、ナノコーティ
ング、ナノコンポジット材料、 グラフェン、ナノインク、生体適合性材料、フォトニクス材料、 
フラーレン、ナノコロイド、高性能磁性材料、超高純度材料、セルロースナノファイバー
(CNF)、セルロースナノクリスタル(CNC)、セルロースフィラメント、バクテリアセルロース
(BC)、ミクロフィブリル化セルロース(MFC)、セルロースフィグリル、ナノセルロース複合
材料、その他ナノセルロール材料、セラミックス、電極材料、ナノ複合材料応用技術

薄膜製造技術、ナノインプリント、超精密表面加工技術、 レーザー加工、インクジェット、
混合・攪拌・分散・粉砕技術、 微細パターン印刷技術、エッチング、次世代リソグラフィー、 
電子・イオンビーム加工、受託加工サービス、 微細トランジスタ技術、微小放電加工、 フ
ュージョン・ボンティング技術、乳化、接着・接合技術、微小放電加工、微細トランジスタ技
術、セルロースナノファイバー加工

■ ベンチャー企業　■ モビリティ　■ 二次電池　■ 燃料電池　■ 太陽電池
■ 次世代センサー　■ 次世代半導体　■ 人工知能・ディープラーニング
■ MEMS ／マイクロマシン　■ 軽量化材料　■ 化粧品材料　■ 再生医療
■ ウェアラブルデバイス　■  航空・宇宙　■ 農業　■ バイオミメティクス
■ 積層セラミックコンデンサ　■ ノイズ除去　■ フレキシブル基盤
■ サーマルマネジメント技術　■ 全固体電池　■ リチウムイオン電池　■ 次世代電池

電子顕微鏡（SEM,TEM）、分析装置、評価・計測設計ツール、超精密測定機器、高機能・高
感度センサー、 受託評価・計測・分析サービス、分子イメージング、シミュレーション・分
子設計ソフトウェア、近接場光、ピエゾステージ、 SPM・AFM、マイクロTAS、マテリアル
ズインフォマティクス、シミュレーション・分子設計ソフトウェア、粒径・分布計測、オペラ
ンド計測、クライオ顕微鏡、研究既発支援ツール、三次元計測、X線CT、その場ナノ解析、
高時間分解計測

材料・素材 : ナノマテリアルゾーン 分析・計測・評価 : ナノアナリティクスゾーン

加工 : ナノファブリケーションゾーン 応用 : ナノイノベーションゾーン

アカデミア（大学・研究室・産学連携）国プロ、ナショナルパビリオン、学会・組合組織、公
的機関、TLO、自治体、商工会、中小企業支援団体、国際団体・組織

独法・公的機関・アカデミア

開催規模 予定来場者

出展者

600企業・団体
700小間（予定）

50,000名
（同時開催展含む）

2020年12月9日（水）-12月11日（金）
10:00－17:00

会  期

会  場

主  催
nano tech実行委員会
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

東京ビッグサイト 西ホール



連絡先
〒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　E -ma i l：nano tech@j tbcom .co . jp

nano tech 実行委員会事務局 / （株）JTBコミュニケーションデザイン内

申 込 締 切 日： 2020年9月15日（火）
 ※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。

出展料のお支払い：  出展本申込後、請求書を送付いたします。
 請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。
出展申込の取消：  出展本申込後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと
 判断した場合は取消を認め、出展規約（13条）の基準で解約料をお支払いいただきます。
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● 申込方法

nano techのウェブサイト（https://www.nanotechexpo.jp/main/）にて、オンラインで受付いたします。
本展示会は6/30（火）迄は仮申込（有効期限内のキャンセル料が発生しません）が可能です。
または、出展申込書に必要事項を記入の上、事務局宛にe-mail又はFAX又は郵送にてお送りください。

申込方法・スケジュール

1小間＝9㎡
（開口3m×奥行き3m）

１小間（2m×2m=4㎡）

※小間位置は、出展内容、小間数を勘案の上、
　お申込順にてご案内します。
※隣接する小間がある場合は、
　事務局側で仕切りパネル（高さ2.7m）を
　設置します。
　但し、角小間の場合、通路側のパネルは
　つきません。
※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、
　小間内清掃費、廃棄物処理費などの
　工事費および使用料は含まれていません。

● 出展料 ● 参考価格

¥340,000（税別）

¥180,000（税別）

独法・公的機関・
海外パビリオン・アカデミアエリア ¥180,000（税別）

※2小間・3小間用アップグレードプランもございます。
※申込先は、主催者指定施工会社となります。

1小間
パッケージプラン ¥120,000（税別）～

貴名受

スポットライト

床面カーペット

幹線工事

コンセント

ゴミ箱

100W

カーペット留込み

電気使用料込み※
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展示台

受付カウンター

パラペット

社名版 ゴシック系打ち文字

パイプイス

カタログスタンド

W900×D700×H750
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H300
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（A4縦型 12段）

2台

1台

3m

1枚

2脚

1台

出展要項

2.7m

3m
3m

オープン形式 シアター 100席（予定）

1セッション 45分　¥150,000（税別）

■ 料金に含まれるもの
・ プレゼン用スクリーン&プロジェクター
・ 音響機材一式（マイク2本、スピーカー）

会 場

料 金

オープン形式 シアター 120席（予定）
1セッション 45分　¥250,000（税別）

会 場

料 金

出展者プレゼンテーション

● シーズ&ニーズセミナー● メインシアタープレゼンテーション
オープン形式 シアター 80席（予定）
1セッション 30分　¥100,000（税別）

会 場

料 金

● テックステージ

● スケジュール

※照明の消費電力量（300W）も含む

■ 申込方法
・ お申込は先着順にて受付けます。
・ 発表日時は先着順にてご案内いたします。
・ 同時通訳をご希望の方は事務局まで別途ご相談ください。

ベンチャーパビリオン

１パネル（ポスター展示のみ） ¥30,000（税別）
大学研究室限定ポスター出展

企業エリア

オンライン申込

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

開催までの
主なスケジュール 出展仮申込期間

締切 : 8月15日

0%
～8月15日

10%
8月16日
～9月15日

出展申込期間
締切 : 9月15日

出展者説明会
オンライン開催
9月下旬頃予定

出展提出書類
～10月上旬（予定）

出展
キャンセル料

50%
9月16日
～10月15日

100%
10月16日以降

展示会開催
12月9日
～11日

※仮申込期間中の出展キャンセル料は発生いたしません。


