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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において、ナノセルロース・テックを設けます。

リアルを軸としたハイブリッド展示会

■nano tech 2023 開催概要

同 時 開 催

◆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



■前回展nano tech 2022（2022年1月開催）開催報告

前回展 開催概要

来場者の業種と職種

職種

来場者全体
（オンライン含む）



■ナノセルロース、こんなに注目されています！

キーワード名 合計 キーワード名 合計 キーワード名 合計 キーワード名 合計

1 二次電池 438 26 水素 52 51 インク 33 76 親水 20

2 セルロースナノファイバー 438 27 撥水 52 52 低誘電 32 77 ポリイミド 20

3 カーボンナノチューブ 348 28 生分解性・生分解性プラスチック 50 53 触媒 30 78 乾燥 20

4 グラフェン 221 29 有機EL 49 54 研磨 30 79 フッ素 20

5 熱電・蓄熱・放熱・熱伝導 219 30 シリカ 49 55 磁石 28 80 3D 20

6 粉砕・分散・撹拌 160 31 セラミックス 49 56 塗布 28 81 印刷 20

7 ナノ粒子 143 32 塗料・塗装 49 57 磁性 27 82 フレキシブル 19

8 燃料電池・太陽電池 142 33 金属 48 58 多孔 26 83 セラミック 19

9 カーボン 136 34 樹脂 48 59 ナノカーボン 25 84 防汚 19

10 洗浄 88 35 量子 47 60 分級 25 85 ダイヤモンド 19

11 ナノファイバー 86 36 粒子 47 61 銀 25 86 ガス 19

12 インクジェット 85 37 ONLINE 47 62 AI 25 87 フラーレン 19

13 コーティング 84 38 バブル 45 63 化粧品 24 88 フィラー 19

14 接着・接合 82 39 断熱 43 64 有機 24 89 ゾル 19

15 半導体 79 40 SEM・TEM 43 65 カーボンニュートラル 24 90 材料 18

16 センサー 77 41 プラズマ 39 66 測定 23 91 ファインバブル 18

17
マテリアルズインフォマティクス
（MI）

77 42 銅 38 67 アルミナ 23 92 アンモニア 18

18 バイオマス 70 43 量子ドット 37 68 有機半導体 22 93 エネルギー 18

19 レーザー 69 44 分析 37 69 エイブル 22 94 耐熱 18

20 マイクロ 58 45 バイオ 37 70 RFID 22 95 自動車 17

21 抗菌・抗ウイルス 54 46 アルミ 36 71 不織布 22 96 化学 17

22 フィルム 53 47 LED 36 72 リサイクル 21 97 モータ 17

23 Cu 53 48 マテリアル 34 73 食品 21 98 チタン 17

24 めっき 53 49 表面処理 34 74 ペースト 21 99 ウレタン 17

25 ナノインプリント 53 50 医療 33 75 スパッタ 21 100 真空 17

▼来場者 検索ワードランキングTOP100

★

※nano tech 2022出展者検索・製品検索より集計



■ナノセルロース、こんなに注目されています！

▼来場者の関心のある技術/製品：基盤技術

▼来場者の関心のある技術/製品：応用分野

65 65
60 60

54 53 52 52
46 44

環境・エネルギー

課題別ソリューションでは、
脱炭素・環境対応技術への興味関心が高い傾向となりました。

★

※nano tech 2022来場者アンケート
複数回答／任意回答

157
143

132 128 121 121 119 113 111 110

材料・素材



■nano tech 2022 「ナノセルロース特別展示」

ナノセルロースジャパン：静岡大学 農学部 ふじのくにCNF寄附講座 / 東亞合成 / 第一工業製薬 / 星光PMC / 大王製紙
/ 丸住製紙 / 北越コーポレーション / モリマシナリー / ネイチャーギフト / KRI / 四国CNFプラットフォーム / 森林研究・整備機構
森林総合研究所 / 日本製紙 / 王子ホールディングス / 花王 / レンゴー / 服部商店 / 晴れの国ＣＮＦ連絡会 / 富士市CNF
プラットフォーム / 静岡県富士工業技術支援センター



■nano tech2016～ナノセルロース特別シンポジウム・特別展示を開催

2016

2017

2018

特別シンポジウム
“Nanotech Agenda 2020”
2020年を見据えたナノテクが社会・産業に
貢献するビジョンや方向性について、業界ス
ペシャリストによる講演を行いました。

特別シンポジウム
セルロースナノファイバーの実用化最前線

特別シンポジウム
ナノセルロースの技術開発最前線

2020 セルロースナノファイバー特別シンポジウム

平田悟史氏
産業技術総合研究所
材料・化学領域研究戦略部
上席イノベーションコーディネータ

ナノセルロース、その多
様性と世界で進むアプ
リケーション開発

臼杵有光氏
京都大学 生存圏研究所

CNFを活かしたクルマづくり

モデレーター：
平田 悟史氏
セルロースナノフォーラム
事務局長

パネルディスカッション
広がる用途、進む実用化、注目の新素材セルロースナノファイバー

パネル：
神野 和人 氏
第一工業製薬㈱
研究開発本部 ライフサイエンス開発部 部長
山本 顕弘 氏
モリマシナリー㈱ セルロース開発室 室長
森本 裕輝 氏
㈱スギノマシン経営企画本部
新規開発部 開発プロジェクトグループ
アシスタントマネージャー



■ご出展のメリット

１．ナノセルロースの新規ユーザー開拓に最適な場です

ナノセルロースのさらなる事業化を目的に、 CO2
削減効果の高いと考えられる複合材料用途（自動車、
家電、住宅建材）、化粧品、食品、医薬品など、
様々な分野へ応用可能な点を広く知らせ、新たな分
野の用途開拓やユーザーとのビジネス機会の創出し
ます。

国内外より研究開発層が多く来場する
nano techでは材料・素材への興味が非常に高く、
また質・専門性共に高い来場者が参加されます。
関連製品・技術を集中的に展示いただくことが可能
になり、来場者への訴求力を高めます。

出展を通じ、具体的な産業界のユーザーからの声を
集められるとともに、事業化に向けた課題の把握か
ら具体的な共同研究やサンプル提供まで実現し、そ
の先のさらなるユーザーの拡大に貢献したいと考え
ております。



ブース出展とエリア・時間の制限にとらわれないオンラ
イン上での情報発信を通じて、より多くのビジネス機会
を提供します。

２．特集にて、６万人以上の来場者へPRいたします

主催者にて特別ゾーン及び関連出展者の特集記事を掲載
いたします。また該当の記事は過去来場者データベース
約６万件以上に配信することで、展示会開催前から来場
者に告知を行い、貴社ブースへの来場動員に繋げます。

３. オンライン機能を活用することでビジネス機会を最大化

■ご出展のメリット

出展者取材特集 Nano Insight Japan



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

出展内容
【材料・素材】 セルロースナノファイバー(CNF)、バクテリアセルロース (BC)、ナノセルロース複合材料、その他ナノセルロール材料
【製造機器・加工】 製造機械、受託製造、成型、加工装置
【計測機器・その他】分析機器、関連サービス、応用事例展示、公的機関、自治体、大学・アカデミア

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・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。

出展者セミナー オプションでシーズ＆ニーズセミナー（出展者プレゼンテーション）が可能です。オープン形式 シアター80席予定
1セッション 45分 ¥165,000（税込）／1セッション 30分 ¥110,000（税込）

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



出展料

■募集要項（オンライン出展）

オンライン出展
（スタンダードプラン）

￥660,000 （税込）

出展内容
【材料・素材】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ス材料
【製造機器・加工】製造機械、受託製造、成型
【計測機器・その他サービス】分析機器、関連サービス、応用事例展示、公的機関成果発表等

• オンラインのみで出展する出展プランとなります。

•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。

◆ 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

＜出展料に含まれるもの＞

オンライン出展
（ライトプラン）※初出展者のみ

￥220,000 （税込）

◆ 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

＜出展料に含まれるもの＞

￥600,000 （税抜） ￥200,000 （税抜）



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。

オンライン機能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 -



オンライン機能 2：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 -

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



オンライン機能 3： 商談機会の最大化 - 来場予定者との事前アポイント設定 -

オートレコメンド機能

ビジネスマッチングシステム

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(Cisco 

Webex Meeting)にて実施いた

だけます。



■お申込方法

■nano tech 2023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。
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
ナノセルロース・テック「A:９㎡スペース出展」「B:4㎡パッ

ケージ出展」「C:ポスター出展」 「オンライン-スタンダード」
「オンライン-ライトプラン」等ご希望の出展内容をご記入くだ
さい。

申込締切

■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

ナノセルロース特別展示 9㎡スペース出展

仮申込有効期間：7月31日（日）
申込期日 ：9月30日（金）

https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/nanotech
https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/nanotech
mailto:nanotech@jtbcom.co.jp


■お問合せ先

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

nano tech 実行委員会事務局 担当：瀬島・香田・瀧澤・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

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

