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前回レポート
SUBSEA TECH JAPAN 2017

（第2回海洋産業技術展）　
会 期：	 会期：2017年9月13日（水）～15日（金）

場 所：東京ビッグサイト	東ホール

特別協賛：［一社］次世代センサ協議会　海洋計測センサシステム研究部会

後 援：国立研究開発法人海洋研究開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、サブシー連携プラットフォーム、
［一社］日本プロジェクト産業協議会、［一財］エンジニアリング協会、［一社］日本舶用工業会、［一社］海洋エネルギー資源利用推進機構、
［一社］海洋産業研究会、［一社］日本計量機器工業連合会、スコットランド国際開発庁

同時開催展：	IFPEX2017［フルードパワー国際見本市］
測定計測展
センサエキスポジャパン2017
TEST2017［第14回総合試験機器展］
第19回自動認識総合展

出展者数：	
SUBSEA TECH JAPAN 2017 6展合計

社・団体・大学数 21 452
小間数 22 1,106

※「合計」は、同時開催の「第25回フルードパワー国際見本市」「測定計測展」「センサエキスポジャパン 2017」「第14回総合試験機器展」「第19回自動認識総合展」の合計出展者数・小間数です。

出 展 者： （株）IHI
国立研究開発法人 海洋研究開発機構
鉱研工業（株）
高知大学

（一社）次世代センサ協議会海洋計測センサ技術研究会
／サブシー連携プラットフォーム
シバタ工業（株）

（株）昌新
水中ドローン社

（株）ソルトン
筑波大学　中内研究室

（株）トリマティス

長崎県
／長崎海洋産業クラスタ形成推進協議会
／長崎大学
／長崎総合科学大学

NORTEK ジャパン
原田産業（株）
パンドウイットコーポレーション
マリメックスジャパン（株）
三井金属エンジニアリング（株）
三井造船（株）

※社名は開催時のもの

来場者数： 会　　期 天　　気	 SUBSEA TECH JAPAN 2017  6展合計

9月13日（水）	 晴れ 619 28,752

9月14日（木）	 晴れ 746 31,507

9月15日（金） 晴れ 734 37,571

合　　計	 2,099 97,830

※「合計」には、同時開催の「第25回フルードパワー国際見本市」「測定計測展」「センサエキスポジャパン2017」「第14回総合試験機器展」「第19回自動認識総合展」の来場者が含まれています。



海洋技術、海洋ビジネスに関する機器、システム、計測センサの
技術、情報が一堂に集結します。

出展対象

開催概要

来場対象

■　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。

出展要項

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）

94,000円（税別）
▲ 2小間タイプ（間口6m ×奥行3m）

164,000円（税別）

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
特別協賛の法人会員　１小間 310,000円（税別） 一　般　１小間 370,000円（税別）

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
特別協賛の法人会員　１小間 190,000円（税別） 一　般　１小間 210,000円（税別）

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

申込締め切り   2018年5月31日（木）

日　　時：2018年9月26日（水）～ 28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 50,000円（税別）

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：2018年8月20日（月）～ 9月28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 50,000円（税別）

原稿締切日：2018年8月3日（金） ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

製品・技術発表会

ホームページ広告

開催までのスケジュール予定（2018年）

5月31日（木）
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）

同時開催

■ センサエキスポジャパン
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ　　特別協賛：次世代センサ協議会

IoTを実現する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

■ JIMA2018
　（第9回 総合検査機器展）

主　　催：日本検査機器工業会

安全と品質を支える検査と計測…非破壊検査

■ INTERMEASURE2018
　（第28回計量計測展）

主　　催：日本計量機器工業連合会

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

■ 地盤改良技術展
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ

地盤改良技術・工法に関わる、ビジネスマッチングと事業拡大の促進を目指して

■ 基礎工技術展
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ

建築、道路・港湾・鉄道構造物、産業施設などインフラを支える基礎工の技術・工法および周辺技術を一堂に

■ 土壌・地下水浄化技術展
主　　催：フジサンケイ ビジネスアイ

環境にやさしい浄化技術、企業活動と自然の共生をめざして

9月24日（月） 基礎装飾・出展者搬入（9：00 ～ 18：00）

25日（火） 出展者搬入（9：00 ～ 18：00）

26日（水） 開場（10：00 ～ 17：00）

27日（木） 開場（10：00 ～ 17：00）

28日（金） 開場（10：00 ～ 17：00）　撤去・搬出（17：00 ～）

11月頃 報告書送付

■ 海洋技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者
■ 新たな海洋技術の利活用を検討する異業種の関係者 など

名　称    SUBSEA TECH JAPAN 2018（第3回海洋産業技術展）

会　期    2018年9月26日（水）～ 28日（金）　10：00 ～ 17：00

会　場    東京ビッグサイト　東ホール

入場料    無料（事前登録および招待状持参）

主　催    フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）

特別協賛    ［一社］次世代センサ協議会　海洋計測センサシステム研究部会
　　　　　　　 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。

▲

出
展
例

海洋産業市場 海洋関連技術・製品
自動化水産養殖／海洋・河川土木／ 海洋再生可能エネル
ギー／海底エネルギー（石油・天然ガス／メタンハイドレー
ト）／海底資源探査・採掘（熱水鉱床）／海洋調査

海中ロボット（ASV、AUV、ROV、ドローン）／ 海洋計測センサ／ 
海中制御機器／海中通信（音響、光、無線、磁気）／海洋土木
関連／海洋・船舶 IoT 関連／船体安全／ FPSO、FLNG ／海底
設備検査／海中位置検出／関連するソフトウェア

海洋技術、海洋ビジネスに関する専門展示会

第3回 海洋産業技術展

2018


