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開催までのスケジュール予定（2016年）

5月31日（火）
出展募集締め切り

（順次請求書を送付いたします）

7月
出展マニュアル、小間レイアウトなどの資料を
送付いたします

8月上旬以降
広報宣伝活動

（案内状発送、WEB 更新、広告掲載など）

9月26日（月） 基礎装飾・出展者搬入（9：00 ～ 18：00）

27日（火） 出展者搬入（9：00 ～ 18：00）

28日（水） 開場（10：00 ～ 17：00）

29日（木） 開場（10：00 ～ 17：00）

30日（金） 開場（10：00 ～ 17：00）　撤去・搬出（17：00 ～）

11月頃 報告書送付

名　称：ITSテクノロジー展（ITS Technology EXPO）

会　期：2016年9月28日（水）～ 30日（金）　10：00 ～ 17：00

会　場：東京ビッグサイト　東ホール

主　催：フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）

特別協力：ITS Japan

後援・協賛等については関係省庁、団体へ申請し、決定し次第ホームページに掲載します。

入場料：無料（事前登録および招待状持参）

他

情報通信技術などのさまざまな最先端技術を駆使し、人とくるま、鉄道分野などさまざまな社会 

インフラ全体に対しての活用が期待されるITS。本展示会は輸送効率の上昇や交通弱者のための 

移動手段の確立、環境保全など、誰にとっても安全で快適な社会を目指すために開催いたします。

■ 開催概要

■ 来場対象

■ 出展対象
ナビゲーション
システム

公共交通支援

自動料金支払
システム

商用車効率化

安全運転支援

歩行者等支援

交通管理の
適正化

緊急車両
運行支援

道路管理の
効率化

エンジニアリング・建設 メーカー・サプライヤー サービス業

商　社 鉄道事業者 コンサルティング

業界団体・機関 学術・研究・開発 官公庁



・交通事故削減に係る指標
・交通渋滞状況に係る指標
・高齢者等の移動支援に係る指標

・交通事故削減に係る指標：
「2018年を目途に交通事故死者数を

2,500人以下とする。」

・自動走行システムの普及率　・車両生産・輸出に係る指標　・インフラ輸出に係る指標

同時開催展

JIMA2016 [第8回総合検査機器展]
製造業を主とした検査・計測・試験・評価・保守に関する専門展示会
展示内容：エックス線、超音波、渦流、磁粉、浸透、歪、漏えい、ビジュアル（光学）、レーザー、マイクロ波など
主　　催：一般社団法人日本検査機器工業会　特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ
前回実績：［出展者数］77社・団体　139小間　 ［来場者数］12,088名  （2014年）

INTERMEASURE2016 [第27回計量計測展］
計量計測業界、最大規模。世界の最先端技術が一堂に集まる総合展示会
展示内容：長さ、角度、形状、厚さ等測定機器、光学測定機器、測量機器、分析機器、電気指示計器・測定器、放射線計器など
主　　催：一般社団法人日本計量機器工業連合会　特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ
前回実績：［出展者数］104社・団体　227小間　 ［来場者数］24,256名  （2014年）

センサエキスポジャパン2016 [併催展：IoTソリューション展］
ハードからソフトまでセンサ製品・情報が集まる専門展
展示内容：エックス線、ガンマ線、ベータ線、超音波、渦流、磁気、磁粉、浸透、歪、漏えい、アコースティックエミッション、

ビジュアル（光学）、レーザー、サーモグラフィー、マイクロ波など
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ
前回実績：［出展者数］80社・団体　85小間　 ［来場者数］9,654名  （2015年）

地盤改良技術展2016
地盤改良工法や液状化対策などに関する技術を一堂に集めた専門展
展示内容：調査・コンサルタント、分析、液状化防止対策工法・処理システム、構造的な対策技術など
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ
前回実績：［出展者数］27社・団体　38小間　 ［来場者数］18,887名  （2014年）※前回同時開催の土壌・地下水浄化技術展の来場者含む

※5展示会合同企画　自動車・ロボット技術ゾーン

官民ITS構想で目標とする社会と重要目標達成指標

ITSを活用した社会が間近に迫っています!!

➡
安全運転支援
システムの普及等

➡
自動走行システム
の普及等

➡
研究開発、実証、
実用化、データ整備等

➡
ショーケース・デモ

2030年までに、「世界一安全※
で円滑な」道路交通社会を構築。

2020 年までに世界一安全※
な道路交通社会を構築。

2020年以降、自動走行システム化に係るイノベーションに関し、世界の中心地となる。

2020年までに世界最先端のITSを構築。
※交通事故死者数が人口比で世界一少ない割合になることを示す。

「官民ITS 構想・ロードマップ 2015～世界一安全で円滑な道路交通社会構築に向けた自動走行システムと交通データ利活用に係る戦略～」（平成27年6月30日決定）
内閣官房　高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 総合戦略本部）より抜粋

【 産業面 】

【 社会面 】

2020年までの目標（現指標） 2030年までの目標

今回新たに設定する目標



小間形態・装飾高さ制限
1 ～ 3小間 …	並列小間のみ（高さ：4ｍまで使用可能	
	 ※但し、1ｍセットバックした部分のみ）

4 ～ 5小間 …	並列小間、ブロック小間より選択可能	
	 （高さ：4ｍまで使用可能		※但し、並列小間は1ｍセットバック）

6小間以上 …原則ブロック小間のみ（高さ：5ｍまで使用可能）	
	 ※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談下さい。

6m
※4小間ブロック小間の場合

9m

3m

※3小間並列小間の場合

パッケージ装飾  
COMPANY  NAME

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

▲ 1小間タイプ（間口3m×奥行3m）
101,520円（税込）

▲ 2小間タイプ（間口6m×奥行3m）
177,120円（税込）

社名板（パラペット）／社名表示（黒・ゴシック）／受付カウンター：

1台（W900×D450×H800）／床面カーペット／電気（FL40W：1灯、

SP100W：2灯）	／折りたたみ椅子：1脚／名刺受け：1個／1kW以

内の電気幹線工事費、使用料／コンセント：1個

社名板（パラペット）／社名表示（黒・ゴシック）／受付カウンター：

1台（W900×D450×H800）／床面カーペット／電気（FL40W：2灯、

SP100W：4灯）	／折りたたみ椅子：1脚／名刺受け：1個／1kW以

内の電気幹線工事費、使用料／コンセント：1個

※3小間以上のタイプは事務局へお問い合わせください。

出展小間規格
１小間＝9㎡（間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ2.7ｍ）　側壁・後壁のみ設置（角小間は側壁なし）

出展料
　一　般　　１小間	378,000円（税込）

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品 PRセミナー

貴社のリンクバナーを公式 WEBに開催1 か月前から掲載

出展小間規格
１小間＝間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m　	一定装飾付き（角小間は側壁なし）

出展料
　一　般　　１小間	216,000円（税込）

出展料に含まれるもの：	間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り（後壁、側壁1m）、社名板、カーペット、展
示台：横幅1.0m×奥行1.0m×高さ0.8m、引き戸ユニット（鍵ナシ）、スポットライト：22W×1、コンセント（アース
付100V）：2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料
※	備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展社説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。		

	 ※出展料、簡易装飾込み

Ｂタイプ  1社1小間限定   

Ａタイプ  

2.7m

芯々 1.98m

芯々
1.98m

芯々 0.99m

EXHIBITOR’ S NAME

スポットライト

社名板

展示台

カーペット

コンセント

芯々 2.97m

2.7m

芯々 2.97m

※詳細・申込については、出展申込後にお送りする出展者マニュアルにてご案内いたします。

6m
※4小間ブロック小間の場合

9m

3m

※3小間並列小間の場合

日　　時：2016年9月28日（水）～30日（金）10：00～17：00	内で45分間
場　　所：展示会場内特設会場（シアター形式	80名定員）
発表料金：1セッション	54,000円（税込）
運営方法：1、聴講無料（各回総入替）
 2、受付・進行は発表各社が担当（登録や名刺回収は自由です）

会場設備：受付（机、イス）、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン
P　　    R：案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載
〈注〉・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載下さい。
	 ・終了後は現状復帰をお願いいたします。
	 ・PC使用の場合は各自お持込下さい。※接続テスト等はご相談下さい
	 ・発表日時は主催者にて決定します。

日　　時：2016年8月17日（水）～9月30日（金）　※予定
場　　所：W200px×H40px　GIF形式　※アニメーションGIF可

発表料金：1枠	54,000円（税込）
原稿締切日：2016年8月5日（金）	※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

■ 出展要項

■製品・技術説明会

■ホームページ広告

申込締め切り   2016年5月31日（火）



5展共通ゾーンとして共通ユーザー層の来場誘致を図ります

同時開催の「ITSテクノロジー展」、「計量
計測展」、「総合検査機器展」、「地盤改
良技術展」、「センサエキスポジャパン」
の共通ユーザ層である自動車業界・ロ
ボット業界のさらなる来場誘致のため
「自動車技術ゾーン」・「ロボット技術ゾー
ン」を新たに設け、5展示会の共通ゾーン
展示として出展企業限定の「パネル展
示」を募集し、より内容の充実したゾーン
展開を図ります。

5展示会合同企画
「自動車技術ゾーン」・「ロボット技術ゾーン」

パネル展示（各展示会への小間出展社限定）
990 990 990 990 990

自動車技術ゾーン
ロボット技術ゾーン

一般出展企業が、特に自動車業界・ロボット業界に
アピールしたい製品や技術をパネルで紹介する
コーナーです。
各業界への出展認知が高まるとともに、当コーナーに
設置する全体会場図に、パネル出展企業のブースの
位置を明記しますので効率的に参観するための手引
きにもなります。

出展資格： 各展示会の一般出展企業

パネル規格： A1サイズ限定（横幅594mm×高さ841mm）
出 展 料： 無料 （1社1スペースに限ります。）
 ※社名板、小間番号プレートは主催者で制作します。
 ※パネルは出展者にてご制作下さい。
 ※詳細・申込については、出展申込後にお送りするご案内をご覧ください。

2015

2015

13
2015JAPAN TESTING

TECHNOLOGY
SHOW 2015

2015

自動車技術・ロボット技術関連行事

▲

最新情報セミナーの開催
　「自動車技術」「ロボット技術」にスポットを当てたセミナーを開催します。
　講演者候補： 自動車メーカ、自動車部品メーカ、産業用ロボットメーカ、次世代ロボットメーカ

展示会場全体図
※一般展示出展者のブース位置を分かり易く表示します。

自動車技術ゾーン
ロボット技術ゾーン
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◦橋梁・トンネル技術展（主催）
橋梁・トンネルなど社会インフラ構造物のモニタリング、維持管理技術に関する展示会。

◦最新科学機器展（主催）
製造業の中核をなす中部・東海地区で 3年に一度開かれる地域最大の科学機器展。

◦再生可能エネルギー世界展示会（協力）
再生可能エネルギーをはじめ、地球環境保全に貢献する製品・技術・サービス・周辺機器・情報を紹介。

◦地盤改良技術展（主催）
地盤改良工法や液状化対策などに関する技術を一堂に集めた専門展。

◦センサエキスポジャパン（主催）
センサとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専門展示会。

◦セラミックス＆ガラス技術展（主催）
セラミックスの最新情報を製品展示・セミナーなどで多角的に発信するわが国唯一の専門展。

◦総合検査機器展（特別協力）
製造業を主とした検査・計測・試験・評価・保守に関する専門展示会。

◦測定計測展（特別協力）
測定・計測関連の機器・技術・情報が一堂に集まる国内唯一の展示会。

◦鉄道技術展（主催）
鉄道の安全・安心、快適、環境、省エネを追求した鉄道技術専門展。

◦土壌・地下水浄化技術展（主催）
土壌や地下水に関する環境測定・分析や浄化技術を集めた展示会。

◦特許・情報フェア＆コンファレンス（主催）
わが国最大の特許情報、知財財産関連の専門見本市

◦夏の暑さ対策展（主催）
暑熱対策、熱中症対策につながる技術に関する展示会

◦フルードパワー国際見本市（主催）
フルードパワー（油圧・空気圧・水圧）全般を網羅した専門見本市。

  フジサンケイ ビジネスアイ　主催等展示会実績

お申込・お問合せ フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）営業・事業本部  
〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2　TEL. 03-3273-6180  FAX. 03-3241-4999　E-mail:its@sankei.co.jp


