
マテリアルズ・インフォマティクス
マテリアルDX特別展示

特別展示のご案内



nano tech 2022 開催に向けて

nanotech：国際ナノテクノロジー総合展・技術会議は2002年に初回を開催し、
次回で21回目の開催となります。ナノテクノロジーのシーズとニーズを明確化し、
国内外のナノテクノロジーの開発・実用化状況を明らかにすると共に、産産・産
学・産官間の共同研究・事業提携を含む産業促進を図ることを目的として開催し
てまいりました。

また、異業種間における融合技術、技術のあ
るベンチャー企業のビジネス創出の場を提供
することにも取り組んでおります。

本展では材料開発・マテリアルズインフォマ
ティクスに関する技術を持つ企業を特集し、
この技術の利用拡大を目指してまいりました。

他分野へのユーザー拡大に、nano tech 2022
での展示を通じて、ビジネスマッチングを創
出し、新規顧客獲得や研究開発先の開拓に貢
献したいと考えております。
つきましては関連企業様、団体様の積極的

なご展示をお願い申し上げます。



◆会期
・メイン会期：

2022年1月26日（水）～28日（金）
・オンライン展示期間（予定）：
2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）
・プレイベント（予定）：
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

◆開催規模（予定）
・出展者小間数：400社/500小間
・来場参加者数：40,000名 ※同時開催展/オンライン参加含む

うち東京ビッグサイト来場者：30,000名

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 2022において、特別展示ゾーンを設けます。

リアルを軸としたハイブリッド展示会

予定小間位置

nano tech 2022 開催概要



nano tech 特別展示

マテリアルズ・インフォマティクスこんなに注目されています！

2017

2018
特別シンポジウム
軽量化材料とマテリアルズ・インフォマティ
クス

特別シンポジウム
マテリアルズインフォマティクス

想定の２倍以上が来場した特別シンポジウム
「マテリアズインフォマティクス」特別シンポジウムでは想定の2.5倍以上の聴講者を集め大盛況の開催となっ
ております。特集を通じ興味のある来場者をさらに動員していきます。



nano tech 特別展示

マテリアルDX・MIこんなに注目されています！

2020 特別シンポジウム
マテリアルズ・インフォマティクス：「できる」から「できた」へ

2021 特別シンポジウム
計測インフォマティクス～データ駆動型科学による計測技術の刷新

2019 特別シンポジウム
マテリアルズインフォマティクス：データ駆動型高分子科学の新展開



企画小間位置は主催者にて決定の上ご案内
させていただきます。

・ナノアナリティクスゾーンにて
設計に興味が高い来場者が
集まる小間位置となります。

・会場内で人気ブースが並ぶ
奥のメイン動線かつメイン
シアターに近い小間位置を
予定しております。

※小間の位置はお申込数や
全体レイアウトの調整上変更に

なる可能性があります。

ナノマテリアル

ナノアナリティクス

ナノファブリケーション

ナノイノベーション

予定位置

nano tech 特別展示

小間位置について



nano tech 特別展示

ご出展メリット

1 集中展示による来場者の囲い込み

従来のnano tech展では、約500社前後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。

「マテリアルズインフォマティクス」に関心の高い
来場者と接することが可能。

通常出展よりも質・量共に高い効果を得ることができる。

特別展示では



nano tech 特別展示

ご出展メリット

２ 展示会事務局による広報

単独出展では全体の出展者一覧ページ、招待状のみの掲載に留まるため、
より露出を高めるには別途プロモーションが必須。

招待状やウェブサイトへ特別企画として取り上げ、
メールマガジン等でも配信を行われることで、
特別企画への高い集客力が見込まれる。

特別展示では



nano tech 特別展示

ご出展メリット

３ 充実した出展オプション

通常出展ではスペースのみのご用意なので、
ブース施工準備などが追加で発生してくる。

パッケージブース備品付きなので、出展製品を持ち込む
だけで出展可能。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大。

特別展示では



• 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。

nano tech 特別展示

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。

• 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



nano tech 特別展示

ブース出展

￥ 605,000(税込)

【ブースイメージ】※仕様は一部変更になる可能性があります。

スペース、パッケージブース、オンライン出展機能、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）
※ブース位置、セミナー講演時間・回数については、主催者にて決定いたします。

通常（9㎡）ブース

◆ 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



nano tech 特別展示

ブース出展

【ブースイメージ】
※仕様は一部変更になる可能性があります。

展示パネルは付きません。
出展者でご持参ください。

スペース、パッケージブース、オンライン出展機能、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）
※ブース位置、セミナー講演時間・回数については、主催者にて決定いたします。

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



nano tech 特別展示

オンライン出展

￥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

さらに圧倒的にオンラインで目立つ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。



nano tech 特別展示

オンライン出展

ブース出展 ポスター展示
オンライン出展

- プレミアムプラン - - スタンダードプラン - -ライトプラン –
※初出展者のみ

¥605,000 (税込) ¥121,000（税込） ¥1,650,000 (税込) ¥660,000 (税込) ¥220,000 (税込)

① 出展スペース ●（9㎡） ●（1㎡） ー ー ー

①‐2 提供設備

展示台、受付カウンター、社名版（パラ
ペット）、パイプ椅子、カタログスタンド、貴
名受け、スポットライト、床面カーペット、コ
ンセント（電気工事含む）、ごみ箱

テーブル、椅子、スポットライト、社名版
※コンセント設置はオプション

ー ー ー

② 出展者オンライン展示
（出展者検索ページ）

1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ

②-1
PR出来る製品情報点数

●10種類 ●3種類 ●10種類 ●10種類 ●1種類

②-2 資料アップロード ●10種類 ●3種類 ●10種類 ●10種類 ●1種類

②-3 動画アップロード ●10種類 ●3種類 ●10種類 ●10種類 ●1種類

②-4 閲覧者データの取得 ● ● ● ● ●

③ビジネスマッチングシステム ● ● ● ● ●

④オンラインプロモーション サポートプログラム ー

●

※オンラインセミナーをご希望の方は
お申込みの際にプレミアムプランと

オンラインセミナーを
同時にお申込みください。

サポートプログラム サポートプログラム

出展プラン一覧



nano tech 特別展示

出展者セミナー

◆東京ビッグサイト会場内セミナー

◆オンラインセミナー

※セミナーの料金：各展で料金設定が一部異なります。詳細は事務局までお問合せください。

[オプション] 出展者セミナー

・掲載期間:2022年1月26日~28日 ※期間中、公式ホームページにて公開いたします。
・1セミナー動画あたり最大45 分
・主催者では公式HPへの基本情報の掲載、主催者メルマガでの掲載をいたします。
・オンラインセミナー聴講者情報は出展者マイページよりダウンロードいただけます。
・実施方式：出展者様にてセミナー動画を事前収録の上、セミナーシステムにURLリンクを紐づけいただきます。
※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。
※アーカイブ配信実施については予定しておりません。

￥550,000(税込)

・2022年1月26日~28日、東京ビッグサイト展示会場内でのセミナーにてプレゼンテーション
・主催者では公式HPへの基本情報の掲載、主催者メルマガでの掲載をいたします。

￥275,000 (税込)

￥165,000 (税込)

￥110,000 (税込)

メインシアター (1枠 45分)

出展者セミナー会場 (1枠 45分)

出展者セミナー会場 (1枠 30分)



nano tech 特別展示

オンライン展示機能について



１．充実した展示情報の発信 - 豊富な自社コンテンツをオンライン上で発信 -

製品・サービスにたどり着きやすいUIに改修予定
ユーザビリティを改善し、マッチング等の機会創出を図ります。



２．商談機会の最大化 - 来場予定者との事前アポイント設定 -



３．資料/動画閲覧者情報の取得 - 潜在的な顧客層を見逃さずにフォロー -



お申込方法

■nano tech 2022 未申込の方々

①オンライン申込フォームにアクセスしてください。

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）」にてマテリアルDX特別展
示とご記載の上、「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。

：2021年9月30日（木）申込締切

■nano tech 2022 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

小間位置につきましては、主催者にて決定の上、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 2022の内容に準拠し、
事務局からご連絡をいたします。

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


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

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

