
開催のご案内 および MI領域でのご出展のお願い
第二回マテリアルズ・インフォマティクス／マテリアルDX特別展示

出展案内



開催概要

名 称 nano tech 2023 第22回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

主 催 nano tech実行委員会 (委員長 川合 知二：大阪大学産業科学研究所招聘教授 / 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構技術戦略研究センター フェロー /
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター 特任フェロー / 東京都市大学特別教授)

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

会 期 / 会 場 2023年2月1日(水)～3日(金) ＠東京ビッグサイト 東ホール ＆ 会議棟

出 展 対 象

同 時 開 催



開催形式

リアル展示（従来）
・ブース内実施施策 / ・会場内セミナー

オンライン
来場者：オンラインでも充実した情報収集可能

オンラインセミナー視聴可能

出展者：各社最大10製品まで資料/動画掲載
オンラインセミナーでPR

不安定な感染拡大状況の中、対面でのビジネス商談が規制される可能性も否めないため、nano tech 2023も
出展者皆様の商談機会の損失を防ぐ策として、ブース出展を中心とした従来型の展示会とオンラインサービスのハイブリッド形式にて開催いたします。
nano tech展は、オンラインサービスを通じても満足度向上を図ります。

Point

1. 情報発信・取得機会の増加

リアル出展（従来）
・当日に対面でのブース内商談
・会場内で人脈作り、交流 (偶発的な出会い)

オンライン
ビジネスマッチングシステムで会期前に商談設定

2. 商談機会の最大化



マテリアルズ・インフォマティクスのニーズが高まる背景 / 今後の方向性

視点-①：産業 日本の輸出産業の約2割が素材(工業素材)。世界市場の過半シェアを占めるマテリアル製品も多く、

材料開発の進展が日本産業の今後に大きな影響を与えることが予測される。

視点-③：融合 これまで日本ではビジネスと学術研究を融合させた実績、リチウムイオン電池や青色LED等、

材料開発・研究が社会変革を牽引した事例等が多いという強みがあり、今後も活かすべき。

視点-②：基礎
基礎研究において日本は高い国際競争力を維持し、世界と肩を並べる研究拠点や質の高い研究者が数多く、
良質な材料データも存在。ただしそのデータを十分に共有できていない、材料開発関連の論文の国際シェアは低下傾向にある。

日本の産業と社会にとって データドリブンな研究開発 は大きな位置づけを担っている

● 日本の産業界の現状・課題等

視点-④：現実
労働人口の減少や研究者の人件費等も考慮すると、これまでのように研究者の経験と勘だけに頼った、または
人海戦術による材料開発・トライアンドエラーは限界に近づいてきている。

(日本の強みを活かしつつ、研究者の経験と勘をデータが支えることで、業界の飛躍的な進歩が期待される)



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 (nano tech 2022)

近年、来場者の関心が高い「マテリアズ・インフォマティクス」をテーマに特別展示を開催
※計7社が出展

【実施内容】
・ マテリアズ・インフォマティクス、マテリアルDX関連の技術・製品を有する企業、団体による
ブース出展（リアル出展、オンライン出展）

・ 出展者によるプレゼンテーション

出展企業 小間番号

JSOL 2W-09-A

キャトルアイ・サイエンス 2W-09-B

エヌ・ティ・ティ・データ 2W-09-C

Preferred Computational Chemistry 2W-09-D

理化学研究所 計算科学研究センター 2W-09-E

トヨタ自動車発 材料分析・
データ解析クラウド サービス WAVEBASE

2W-09-01

日立製作所 オンライン



nano techが目指す方向性 (想定) 

● MIゾーン拡大 (対象コンテンツの拡充含む)

● 出展者同士、また来場者との接点拡大 ～コミュニティ形成へ寄与

● MIゾーンでの展開を通じた 産官学での相乗効果の捻出

● 同時開催展も含めた 新しいビジネス機会の創出

● MIの取組事例講演で来場者に新たな気づきを提供

研究力の高度化 と MIソリューション(研究DX)を通じた市場成長

最終的には…



参考：過去MI領域セミナー

2017 - 特別シンポジウム：マテリアルズインフォマティクス

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

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



参考：過去MI領域セミナー

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



参考：過去MI領域セミナー

2022 – 特別シンポジウム：研究DX時代のマテリアルズ・インフォマティクス

機械学習とロボットが「自律的」に
研究を進める時代に、
人間の研究者は何に注力すべきか？

MIとDX 日立が考える研究DX マイクロフロー研究DXが導く合成化学

一杉 太郎 氏

東京工業大学
物質理工学院 応用化学系
教授 / 学長特別補佐 /
物質・情報卓越教育院
副教育院長

庄司 哲也 氏

トヨタ自動車株式会社
先端材料技術部
チーフプロフェッショナル
エンジニア

森田 秀和 氏

株式会社日立製作所
公共システム事業部
デジタルソリューション
推進部
担当部長

永木 愛一郎 氏

京都大学
大学院工学研究科合成・
生物化学専攻
准教授



出展プラン一覧

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
・社名板(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
・社名板

※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可能製品情報点数

●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：通常ブース ※9㎡

￥ 605,000(税込)

● ブースイメージ ※仕様は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 (金額の変更はありません。ご了承ください)
※ ブース位置、セミナー講演時間・回数等については、主催者にて決定させていただきます

◆ 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



出展プラン：ポスター展示ブース ※1㎡

￥ 121,000(税込)

● ブースイメージ ※仕様は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 (金額の変更はありません。ご了承ください)
※ ブース位置、セミナー講演時間・回数等については、主催者にて決定させていただきます

◆ 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

※下記イメージにおける展示パネルはプランには含まれません。
出展時にご持参ください。



出展プラン：オンライン出展 (スタンダード / ライトプラン)

スタンダードプラン：￥ 660,000(税込)

ライトプラン：￥ 220,000(税込)

◆ 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

プレミアムプランとして、さらなる露出を図る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。



※オプション：出展者プレゼンテーション



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/nanotech2
023/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。

●小間位置につきましてはお申込み先着順で主催者にて決定の上
ご案内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。

：2022年9月30日（金）申込締切出展申込方法等

https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/nanotech
https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/nanotech


nano tech 2022：開催結果

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

日 時

展示会開催（東京ビッグサイト）：
2022年1月26日（水）～28日（金）10:00～17:00
オンライン展示期間：
2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）

会 場 東京ビッグサイト東2・3ホール＆会議棟

同時開催展

開催日 天候 来場者数

1/26（水） 3,164 名

1/27（木） 3,716 名

1/28（金） 3,727 名

3日間合計 10,607 名

来場者数（同時開催展合計）

23,306 名

※オンライン参加含む

東京ビッグサイト来場者

ブース出展者

オンライン出展者

276

25

国内：272 / 海外：29

国内：265
海外：11

国内：7
海外：18

小間数

海外出展者

304

９カ国

国内：301
海外：3

台湾、韓国、アイスランド、ベルギー、オランダ、フランス、ドイツ、
カナダ、ポーランド

出展者数（nano tech 単独）

301 団体



会場構成 ※参考：nano tech 2022



nano tech 2022：開催結果 ※参加業種

ビッグサイト来場者来場者全体

有機材料・化学, 

17.8%

商社・代理店・流通・小売業, 

9.7%

大学・研究機関, 

7.6%

精密機器・産業機械・ロボット, 

7.5%

電気・電子機器・総合電機, 6.7%

半導体・電子部品, 5.6%

電子・磁性・金属・無機材料, 

4.7%

自動車・運輸, 4.5%

繊維・窯業・紙・パルプ, 3.1%

金融・投資・コンサルティング, 2.9%

印刷・加工業・受託加工業, 2.7%

官公庁・自治体・地方公共団体, 2.5%

鉄鋼・非鉄金属, 2.4%

報道・メディア・出版, 2.3%

分析・計測機器, 2.1%

情報・通信・ネットワーク, 2.1%

光学部品・デバイス, 1.7%

建設・不動産, 1.5%

医療機器, 1.2%

化粧品・トイレタリー, 1.1%

医療・医薬品, 1.0%

外国公館・機関・団体, 0.9%

電力・ガス・石油・その他エネルギー, 0.9%

食品・飲料, 0.8%

衣料・日用品・雑貨, 0.8%

シンクタンク, 0.6%

表面処理加工業, 0.4%

航空・宇宙, 0.3%

水産・農林・鉱業, 0.2%

その他, 

4.4%

全来場者

業種 業種



nano tech 2022：開催結果 ※参加職種

ビッグサイト来場者来場者全体

47.0％が
R&D分野

29.7％が
R&D分野

職種 職種



nano tech 2022：開催結果 ※来場者 検索ワードランキングTOP100 (技術・応用分野キーワード)

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

上記ランキングの詳細、また技術・応用分析キーワード来場企業・団体 業種別ランキング等はお問合せください



nano tech 2022：開催結果 ※本展出展で期待できるビジネス先 ※重複削除：⼀部抜粋

有機材料・化学

16.7%

大学・研究機関

13.3%

電気・電子機器・総合電機

7.5%

精密機器・産業機械・ロボット 7.3%

半導体・電子部品 6.4%
電子・磁性・金属・無機材料

4.9%

自動車・運輸 4.5%

その他 4.1%

商社・代理店・流通・小売業 4.0%

分析・計測機器 3.7%

官公庁・自治体・地方公共団体 3.5%

情報・通信・ネットワーク

3.1%

鉄鋼・非鉄金属 3.1%

業種

●来場登録アンケート：本展示会でお探しの技術は何ですか？ マテリアルズ・インフォマティクス / プロセスインフォマティクス / シミュレーション・スパコン と回答した方々

富士フイルム、日本曹達、日本触媒、日本化薬、日本化学産業、
日本ゼオン、日鉄ケミカル＆マテリアル、東洋紡、東京応化工業、
東レ、東ソー・ファインケム、田岡化学工業、第一工業製薬、
大日本印刷、大日精化工業、大阪ソーダ、太陽インキ製造、
多摩化学工業扇化学工業、石原ケミカル、昭和電工、昭和インク工業所、
住友ゴム工業、三菱鉛筆、三菱ケミカル、三菱ガス化学 ほか

新エネルギ－・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、
分子科学研究所、早稲田大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、
ファインセラミックスセンター、東京理科大学、北海道大学、
中央大学、山形大学、東京農工大学、京都大学、東北大学、
青山学院大学、東京大学、関西大学、科学技術振興機構、
長岡技術科学大学 ほか

リコー、ニコン、東光高岳、トッパンパッケージプロダクツ、
田岡化学工業、サンスター技研、パナソニック、本多電子、
ミツトヨ、日本ケミコン、セイコーNPC、エフ・シー・シー、
ダイキン工業、九州大日精化工業、LG Japan Lab.、ホロン、
京セラ、荏原製作所、住友電気工業、サーパス工業、
東京エレクトロン ほか

アンケートだけでも

・マテリアルインフォマティクス：834件
・プロセスインフォマティクス：675件
・シミュレーションソフトウェア / スパコン：680件 を探しているとの回答あり ※複数回答可

スピーディーな技術開発が求められる昨今、さらに多くの企業・アカデミアからのニーズが高まっています



主催 / 後援 / 協賛

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

後援
内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、日欧産業協力センター、情報通信研究機構、物質・材料研究機構、科学技術振興機構/
産業技術総合研究所/新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本経済団体連合会、ナノテクノロジービジネス推進協議会（順不同）

協賛
応用物理学会、日本化学会、日本バイオマテリアル学会、日本分析化学会、ナノ学会、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、日本顕微鏡学会/
日本セラミックス協会、日本物理学会、高分子学会、ナノセルロースジャパン （順不同）



お問い合わせ


