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開催概要/出展者・来場者数
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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



リアル展（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

ハイブリッド開催

コロナ禍で対面でのビジネス商談が規制されるなか、出展者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した。前回より機能も拡張しオンライン出展の満足度向上を図りました。

Point

1.情報発信・取得機会の増加

リアル展（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
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特別シンポジウム

会場：東京ビッグサイト 展示ホール内 メインシアター

特別シンポジウム プログラム

※講演情報2021年11月現在。最新情報はP8に記載。
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主催者企画特別展示

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をコンセプトに開催しました。

【実施内容】
・ナノカーボン関連の技術・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）
・特別講演および出展者によるプレゼンテーション

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3回ナノカーボンオープンソリューションフェア
共催： ナノテクノロジービジネス推進協議会 (NBCI）
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主催者企画特別展示

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
特別展示を開催し計7社が出展いただきました。

【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

第1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
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主催者企画特別展示

来場者アンケートで注目が高い「ナノセルロース」をテーマに特別
展示ゾーンを設け ８社・団体が出展し、ナノセルロース
ジャパン企画協力による特別講演も実施いたしました。

ナノセルロース特別展示

アカデミアポスターセッション スタートアップ展示

量子技術イノベーション拠点パネル展示

特別シンポジウム連動企画として量子技術イノベーション戦略と
量子技術イノベーション拠点の狙いと活動を紹介いたしました。

研究や産学連携に取り組まれている学校研究室を対象に、
研究成果発表および産学官連携の機会創出を目的に開催
しました。

優れた技術を持つスタートアップ・ベンチャー企業の新たな
ビジネスチャンスを創出することを目的に開催しました。
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講演一覧（特別シンポジウム・主催者企画講演・出展者セミナー・ナノテクノロジー関連会議・オンラインセミナー）

1月26日（水）

1月27日（木）
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1月28日（金）

ナノテクノロジー関連会議 nano week 2022

1月26日（水） 1月27日（木） 1月28日（金）

オンラインセミナー

講演一覧（特別シンポジウム・主催者企画講演・出展者セミナー・ナノテクノロジー関連会議・オンラインセミナー）
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会場レイアウト
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Rtec-instruments 2W-06 シンマルエンタープライゼス 3G-27 堀場製作所 / 堀場エステック 2W-03 丸住製紙 コニカミノルタ

Isaac 3L-27 スギノマシン 2D-10 三井電気精機 2L-08 モリマシナリー 埼玉大学

旭サナック 住友金属鉱山 2R-16 三菱鉛筆 2L-19 日本製紙 2C-19-B 産業技術総合研究所

　CAST 住友重機械プロセス機器 2G-10 三菱化工機 3G-25 富士市CNFプラットフォーム 2C-19-01 タニタ

アドコム・メディア 2R-07 ダイキン工業 ONLINE メトロームジャパン 2R-10 横河バイオフロンティア 2E-19 電気通信大学

アリオス 3L-22 第2回分子夾雑化学国際会議（CMCB 2022）ポスター発表 2L-24 文部科学省 顕微イメージングソリューションプラットフォーム 2V-24 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 東電設計

アントンパール・ジャパン 3R-24 大日本印刷 3P-25 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム／ エヌ・ティ・ティ・データ 2W-09-C 東電タウンプランニング

イーエクスプレス 2N-07 Taiwan Pavilion 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ キャトルアイ・サイエンス 2W-09-B 東北大学

伊勢化学工業 / 山形大学 2W-07 　Agspring ヤギ 2L-13 JSOL 2W-09-A 富山県立大学

入江 3W-27 　AKALI Technology 山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター 2E-16 トヨタ自動車発　材料分析・ 浜松ホトニクス

AGCエスアイテック 2L-16 　Core Facility Center, National Cheng Kung University 吉田機械興業 3E-28 データ解析クラウドサービス WAVEBASE フジキン

S-Nanotech Co-Creation 2Q-14 　Department of Physics, National Sun Yat-sen University リガク 2T-02 日立製作所 ONLINE 物質・材料研究機構

NOK 2T-04 　Eternal Materials リコー ONLINE Preferred Computational Chemistry 2W-09-D マイクロマシンセンター

エバ・ジャパン 2L-07 　Harvard Medical School Mclean Hospital 早稲田大学 3F-23 理化学研究所 計算科学研究センター 2W-09-E ワイエイシイダステック

愛媛県産業技術研究所 2C-17 　HSIN FANG NANOTECHNOLOGY 第三回ナノカーボンオープンソリューションフェア スタートアップ 【IoT】

ＭＣドリームス 2L-10 　Long Ti Nano Tech I-PEX 2T-13-12 湘南先端材料研究所 2Q-20-02 Integral Geometry Science

エリオニクス 2Q-04 　Luxor Thermal アルメディオ 2T-13-C ナガオシステム エイターリンク

大阪大学産業科学研究所産業科学ナノテクノロジーセンター / 　Nanovie イデア・インターナショナル 2T-13-08 　亀山鉄工所 大阪ヒートクール

大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター 　Protrustech 花王 2T-13-04 アカデミアポスター展示 東京工業高等専門学校 水戸研究室

大田区産業振興協会 3J-27 　SILICAN BATTERY 高圧ガス工業 2T-13-A 奥田 耕平（同志社大学 生体機能化学研究室） 3P-22-08 ファームシップ

大塚電子 2U-02 　Silicon Based Molecular Sensoring Technology サンアロー 2T-13-10 九州大学大学院化学工学部門　三浦研究室 3P-22-06 FLOSFIA

岡山大学界面プロセス工学研究室 2N-14 　STRONG NANO TECH 三洋貿易 2T-13-09 高知工科大学 3P-22-05 【プロセス】

沖縄科学技術大学院大学 3E-25 　UC Bacon GSIクレオス 2T-13-D 帝京科学大学 山際研究室 3P-22-01 大阪市立大学

カールツァイス 2U-07 田口電機工業 3L-25 ジカンテクノ 2T-13-16 東北大学 3P-22-07 大阪大学

海洋研究開発機構（JAMSTEC） 2G-16 TKR 3G-24 常光 2T-13-E 長崎大学　研究開発推進機構 3P-22-04 関西大学

科学技術振興機構 2U-01 DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン 2L-11 信州大学　先鋭材料研究所 2T-13-07 名古屋大学 3P-22-03 北里大学

科学新聞社 2Q-07 TPR 2Q-16 双日 2T-13-15 名古屋大学ナノカーボン若手国際共同研究ユニット 3P-22-02 群馬大学

科研費・学術変革領域研究（A）分子サイバネティクス / 東京ダイレック 2T-08 大日精化工業 2T-13-02 特別シンポジウム関連展示 コルコート

基盤研究（S）プログラム可能な動的微粒子群「オートマター」 東京都立大学 2N-19 TPR 2T-13-14 AZUL 触媒の開発と空気電池への展開（AZUL Energy） 2T-24-03 産業技術総合研究所

神奈川県立産業技術総合研究所 2R-23 東北テクノアーチ 2D-16 仁科マテリアル 2T-13-05 清浄な電解質/電極界面を活用した全固体電池の開発（東北大学） 2T-24-02 昭和電工

金沢大学 2Q-08 東レ 2D-13 ニッタ 2T-13-F マテリアルイノベーションつくば 2T-24-01 信越化学工業

川之江造機 3M-25 トクヤマ 2J-16 日本資材 2T-13-11 量子技術イノベーション拠点パネル展示 2T-26 先端素材高速開発技術研究組合(ADMAT）

九州大学学術研究都市推進機構 名古屋大学 2Q-11 日本ゼオン 2T-13-G 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 東京工科大学

　OPERA Solutions Nanocy（l ベルギー） 2L-20 日本電気 2T-13-01 【バイオエコノミー】 東京工業大学

　九州先端科学技術研究所 ナノテクエナジー（アメリカ） 2R-14 日立金属 ONLINE 医薬基盤・健康・栄養研究所 豊橋技術科学大学

　九州大学 学術研究・産学官連携本部 ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI） 2T-20 北越コーポレーション 2T-13-13 宇部興産 名古屋大学

　九州大学　最先端有機光エレクトロニクス研究センター 日欧産業協力センター 堀場製作所 2T-13-06 大阪工業大学 Mipox

　KOALA Tech 　Advanced Graphene Products マルバーン・パナリティカル事業部 スペクトリス 2T-13-03 大阪大学 山形大学　レーザープロセス分野

　福岡県産業・科学技術振興財団 　Software for Chemistry & Materials 名城ナノカーボン 花王 理化学研究所

清川メッキ工業 2Q-13 　NANOMAKERS 　大阪ソーダ 関西大学 早稲田大学

楠本化成 2A-13 　Simbeyond ナノセルロース特別展示 京都市産業技術研究所 【構造材】

クニミネ工業 2L-23 　SmartMembranes 相川鉄工 2C-20 京都大学 浅間リサーチエクステンションセンター

熊本大学 2T-07 日本ゼオン 2G-13 王子ホールディングス 2C-19-A 京都大学 生存圏研究所 宇宙航空研究開発機構

高度情報科学技術研究機構 2Q-17 日本インテグリス 3T-27 京都市産業技術研究所 2C-22 産業技術総合研究所 NT&I

公立千歳科学技術大学／ホトニクスワールドコンソーシアム 2R-19 日本サーマル・コンサルティング 3U-27 信州大学　先鋭材料研究所 2C-19-02 産業技術総合研究所 中国センター 川崎重工業

在日カナダ大使館 日本電子 2T-10 ナノセルロースジャパン 芝浦機械 産業技術総合研究所

　シーエムシー・マイクロシステムズ ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション 2C-16 王子ホールディングス スギノマシン JFEスチール

　ナノインテグリス・テクノロジーズ 野村鍍金 3L-24 花王 大王製紙 信州大学

　ナノカナダ パーク・システムズ・ジャパン 2R-08 KRI 大建工業 テックラボ

　Norcada ハイデルベルグ・インストルメンツ 2N-04 四国CNFプラットフォーム 地球環境産業技術研究機構（RITE） 東京大学

佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センター 3W-28 浜松カーボニクス 2L-17 静岡県経済産業部新産業集積課 東京大学 名古屋大学

佐竹マルチミクス 3E-27 パワーサポート 3M-24 静岡大学 農学部 ふじのくにCNF寄附講座 東京大学 生物材料科学専攻 ナフィアス

産業技術総合研究所 ONLINE ひょうご産業活性化センター 2R-05 森林研究・整備機構 森林総合研究所 長岡技術科学大学 日本触媒

産業技術総合研究所 製造技術研究部門 3T-28 弘前大学 2N-21 星光PMC 日清紡ホールディングス 【高機能材料】

三洋貿易 3R-21 広島大学 2Q-19 第一工業製薬 日本製紙 ORLIB

JTBコミュニケーションデザイン 2M-07 フィルメトリクス 2N-10 大王製紙 パナソニック 高効率モーター用磁性材料技術研究組合（MagHEM）

ジェー・エー・ウーラム・ジャパン 2T-05 フジミインコーポレーテッド ONLINE 東亞合成 分子ロボット総合研究所 GSIクレオス

昭光サイエンス 2T-01 フリッチュ・ジャパン 2M-13 日本製紙 北海道大学 Zメカニズム技研

情報通信研究機構 2G-19 ブルカージャパン 2U-08 ネイチャーギフト 利昌工業 豊橋技術科学大学

シンキー 2L-05 防衛装備庁 2W-02 服部商店 【センシング】 名古屋大学

信州大学 2N-17 北海道大学 産学・地域協働推進機構 2T-23 晴れの国ＣＮＦ連絡会 アストロデザイン マテリアルイノベーションつくば

信州TLO ONLINE 北海道大学電子科学研究所 2V-23 富士市CNFプラットフォーム 大阪大学 PARU ONLINE

シンマルエンタープライゼス 3G-27 北海道大学　米澤研究室 2N-16 北越コーポレーション 神戸大学 CLAVIS ONLINE

3T-20/

3W-20

3T-20/

3W-20

2D-20

2W-09-01

2Q-20-01

ONLINE

2N-08

2W-13

2T-13-B

2D-20

3U-28

2U-04

3Q-25

2G-07

2Q-10

出展者一覧
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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

来場者分析（業種）

12



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

来場者分析（職種）
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来場者分析（来場目的）

ビッグサイト来場者来場者全体



新型コロナウイルス感染対策

日本展示会協会の「展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」および東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロナ
ウイルス感染防止のための対応指針」を遵守しガイドラインを定め感染症対策を徹底のうえ開催いたしました。
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来場案内 100,000 部 以上

広報（主催者発信ツール・広告/記事掲載）

主催者発信ツール 広告/記事掲載

出展者取材特集 Nano Insight Japan

新出展者や注目の出展製品・技術について事前取材、
ブース来場を促進しました

事務局メルマガ 60,000 名

プレスリリース

記者発表日と会期1週間前に発行、公官庁やPR 
TIMESで公開しました

日刊工業新聞・日経産業新聞・アドコムメディア・
科学新聞社・イーエクスプレス・Asia Research 
News など

会期前・リアル展会期中・オンライン展示にあわせ発
信し来場動員に寄与しました

発送のほか“e-来場案内” としてデジタルでどこからで
もアクセスできるようにしました

読者層に合わせた広告を展開。紙誌媒体のほか、
デジタル広告を国内外で展開しました
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その他 CO2ゼロ展示会 ～環境対策やSDGｓの取り組みを支援～

JTBコミュニケーションデザインは、SDGｓ「7.エネルギー
をみんなに。そしてクリーンに」「13.気候変動に具体的な
対策を」のゴールに貢献いたします。

ゼロ展示会とは、展示会のご利用ブースにおいて想定され
る電気使用量を、グリーン電力証書システムによってCO2が
発生しない再生可能エネルギーと同等の電気としてみなす
ことができるカーボンオフセットの仕組みを利用しております。
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その他 Sansanスマートパンフレット

エコと会場での情報収集効率化の観点からデジタルパンフレットを導入。Sansan
に協力いただきホール内にサンプルカタログとQRコードを用意いたしました。パンフ
レットをダウンロードいただく事でワンストップで興味のある情報を非接触で入手す
る事が可能となりました。
出展者に希望を募りご参加いただき、参加企業は有料でダウンロードした方の情
報を提供いたしました。

参加出展者：95社
利用者（UU）：270名
総エントリー数：611回（1名あたり約2回DL）

実施結果
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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）

2021年12月21日時点
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次回展 nano tech 2023
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2023.2.1Wed.～3Fri. 10:00～17:00

東京ビッグサイト東ホール & 会議棟

同時開催 ： 全14展示会

ブース出展を中心とした従来型の展示会とオンライン展示の
ハイブリッド形式で開催いたします。


