
企業立地フェア2018企業立地フェア2018
Business & Community Development Fair

会　期　2018年（平成30年）5月16日（水）～18日（金）
会　場　東京ビッグサイト 西展示棟・西3ホール
主　催　一般社団法人日本経営協会

（東京国際展示場）

企業立地フェアには
民間企業の企業立地関係者 が来場！！

ご来場者の役職

企業立地フェア2018はこう変わる！
サテライトオフィス誘致も促進 ▼  幅広い来場者ニーズに対応

地域産業振興、地方創生のために ▼  地域のオリジナリティあふれる展示会へ

主 　 催 一般社団法人日本経営協会

会 　 期 2018年5月16日（水）～18日（金）

会 　 場 東京ビッグサイト　西展示棟（西3ホール）

後　  援（予定） 経済産業省、総務省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、独立行
政法人中小企業基盤整備機構、一般財団法人日本立地センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人
日本貿易振興機構、日本商工会議所、東京商工会議所、全国商工会連合会、一般社団法人日本経済団体連合会

来 場 対 象 者  製造業・IT・物流・流通・サービス業・病院学校等の経営者・役員・経営企画・経営戦略・設備投資に関わる責任
者、担当者

来場予定者数 約3,000名

企 画 事 業 ① 企業立地フォーラム
 ② 企業立地相談コーナー

　 ＜協力：一般財団法人日本立地センター＞
 ③ 株式会社あわえ共同企画
 　 「地方×企業から生まれるイノベーション」
 　 地方創生に力を入れている株式会社あわえの協力により、企業が地方に定着することを目指したマッチン

グの場づくりを目的とした企画を実施します。

 日　　程　　　　　  内　　容

2017年 11月22日（水） 開催説明会・記念講演／出展募集開始（予約申込制度あり）

2018年 2月  9日（金） 出展申込締切日

 2月初旬　　　 出展料のご請求（原則として4月20日（金）迄にお振込みをお願いします）

 2月26日（月） 出展者説明会

 3月初旬～4月下旬 各種届出書提出／招待券・出展関係備品配布

 4月下旬～5月上旬 来場者向けホームページ開設／セミナー参加者募集

 5月14日（月）～15日（火） 準備期間（基礎工事・装飾搬入・製品搬入・機器調整）

 5月16日（水）～18日（金） 会期　10：00～ 17：00

 5月18日（金） 搬出／撤去　17：30～

別紙の「企業立地フェア2018」出展申込書に必要事項をもれなく記入のうえ、申込み期間内に事務局へご郵送ください。
（詳細は「企業立地フェア2018」公式ＨＰをご覧ください）

　・出 展 申 込 受 付 期 間 2017年11月22日（水）～2018年2月9日（金）

　・出展料等の支払い方法と支払期限 お支払期限　2018年4月20日（金）

●出展予約に関して
自治体限定で申込み期限までに申込みが間に合わない場合、予約することができます。
ただし、出展予約にあたっては以下の要件が必要となります。
・予算措置を行い、議案として提案済のものに限ります。
・2018年2月9日（金）までに予約申込書をご提出ください。（遅れる場合は事務局までお問い合わせください。）

お問合せ先・お申込み

企業立地フェア事務局

〒151-8538  東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
T E L：03-3403-1333
F A X：03-3403-5716
E-mail：bcd@noma.or.jp
URL：https://noma-bcd.jp/

開催概要

出展申込方法

開催までのスケジュール

出 展 の ご 案 内

ご来場の目的

企業立地への関心が高い方が

6割以上！
経営者役員・部長クラスが

3割以上！！



出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6m 3m 2.5m

2.7m

間口、奥行サイズは芯・芯サイズ

基本壁面／H＝2700mm 一式
パラペット／H＝300mm　＊出展者名（申込出展者1社につきスミ文字1ヵ所） 一式
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
蛍光灯（1小間につき40Ｗ1灯をパラペットの裏側に取り付けます） 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1kwの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1Kw

出展者名

卓上コンセント

 スタンダードブース　　
日本経営協会会員　300,000円（1小間）
一般　　　　　　　370,000円（1小間）
※日本経営協会会員へのご入会に関しては事務局までお問い合わせ
ください。

バックパネルとサイドパネルにより仕切られた右記の
基本設備を主催者において施工した小間です。
申込面積：1小間単位

（間口3.0m×奥行2.5m×高さ2.7m）
装飾規定：高さ2.7m、他社と向かい合う位置での

壁の長さには規定があり、詳細は小間位置
発表出展者説明会にてご案内します。

※角小間の場合はサイドパネルは取り付けません。
※電力は電灯および動力に使用可能。ただし、二次側電気工事・設備
（小間内配線工事等）の費用は出展者のご負担となります。

 スタンダード・パッケージブース
※表示金額は全て税別

日本経営協会会員　　370,000円（1小間）
一般　　　　　　　　440,000円（1小間）
上記スタンダードブースを基本に備品をあらかじめ
セットしたパッケージブースです。

スタンダード・パッケージブース　1小間

なお、出展者は無料で
プレゼンテーションセミナーを
行っていただけます。（先着順）

○各種料金（出展料に含まれず必要により負担いただくもの）、○出展申込要領、○小間位置と出展に関する禁止・注意事項の詳細は企業立地フェア2018公式ホームページをご覧ください。URL ▼https://noma-bcd.jp/

1．NOMAコンベンションメールマガジンデータ約30,000件やNOMA会員約1,000社など有効なデータベースを活用して広報
PR活動を行います。株式会社あわえとの共同企画で「地方×企業から生まれるイノベーション」をテーマに企画展示を行い、来場
者募集も協力して前回以上の来場者を動員します。

2．「企業立地相談コーナー」を設け、来場者相談や出展者関係の情報を効果的に提供します。（協力：一般財団法人日本立地センター）
3．フォーラム・セミナーでより関心の高い企業立地関係者を動員します。
4．公式HPやガイドブックにより出展者の見どころを幅広くPRします。

企業の最大の目的は利益を生み出すことです。今回の企画では、地方にビジネスチャンスを求める企業
や自治体と協働ビジネスをしたいと考える企業が地方でビジネスを展開し、その場所に定着してもらうた
めのマッチングの場づくりをします。今までにない切り口で来場者動員に力を入れます。

企業立地フェア2017来場者プロフィール （企業立地フェア来場者アンケート集計）
❶来場者業種 ❷来場者職種 ❸来場者役職

経営者・
役員クラス
17.3%

部長クラス
12.9%

課長・
Ｇリーダークラス

15.8%係長・
主任クラス
16.7%

専門職
7.0%

一般（非役職）
社・職員
25.1%

無回答
5.2%

NOMAコンベンションメールマガジンデータ
業種別内訳

2017年自治体総合フェアの来場者データ（実績）
民間企業来場者割合（事業別）
※来場者全体の51.7％が民間企業

情報通信
・メーカー
32.1%

製造業
26.1％商社・流通　10.9％

その他
8.1％

建設・不動産　3.5％

金融・証券・保険　2.9％

運輸・公共サービス　2.2％

サービス業　9.8％

官公庁・団体　2.2％

学校・病院・研究機関　2.2％

地域の連携がディスカウントを生み出す！
スタンダード・ボリュームプラン
・同じ都道府県内で複数の市町村が連携して大きくPRしたい
・地域の銀行、信用金庫、商工会議所が自治体や企業と連携して
　企業誘致をPRしたい

ディスカウント
を生む活用例

地域の連携とオリジナリティ溢れるブースでＰＲを！

これからの企業誘致には、自治体の優遇制度やPRだけでなく、地域の銀行や信用金庫や商工会
議所などが連携して地域の魅力をPRしていくことが求められています。

「スタンダード・ダブル」　
540,000円／2小間　　→スタンダードブース2小間を2団体以上で共同出展する場合

「スタンダード・トリプル」　
780,000円／3小間　　→スタンダードブース3小間を3団体以上で共同出展する場合

パッケージされる備品（1小間の場合）
・受付カウンター ……………… 1台
（W990×D495×H850）
・展示台………………………… 2台
（W990×D700×H850）
・カウンターチェアー ………… 1脚
・貴名受………………………… 1ヶ
・カタログスタンド …………… 1台
（A4サイズ・6段）
・ベルクロテープ ……………… 一式
（3枚分　計18枚）
・Sカン・チェーン …………… 一式
（2枚分）
・LEDスポットライト ………… 3灯
※商談セット（テーブル×1、イス×4）をご希望の場合はセット内容を変更できます。

※本プランをご利用の場合はパッケージ備品は含まれておりません。

共同企画「地方×企業から生まれるイノベーション」　（協力：株式会社あわえ）

出展ブース

来場動員計画

※表示金額は全て税別

※表示金額は全て税別

2.7m2.7m

2.5m2.5m

3m3m

情報通信

製造

サービス

金融・証券・保険

物流・流通

運輸・倉庫

建設・不動産

卸売・小売

商社

コンサルタント

学校・教育・研究機関

官公庁・自治体・団体

医療福祉関係者

商工自営業

その他

無回答

0 10 20 30％

7.6％

12.5％
8.6％

2.7％
2.5％

1.1％
11.6％

5.5％

1.5％

5.3％
1.0％

0.0％

0.6％
9.3％

1.9％

28.3％

経営・経営企画

営業・販売

経理財務

人事総務

情報通信

研究開発

公報・宣伝

企画マーケティング

製造・生産・設計品質管理

購買

事務・スタッフ

専門職・スペシャリスト

その他

無回答

0 10 20 30％

17.3％

24.1％

0.8％

2.3％
2.1％
4.9％

2.3％
11.4％

0.8％
0.8％

11.6％

7.6％
10.5％

3.5％

製造・生産関係
22.0%

流通（商社・販売）・
物流　12.3%

情報通信関係
27.6%

サービス関係
11.4%

建設・設計・
不動産関係　10.6%

金融・証券・保険　3.7%

運輸・交通・
公共サービス関係　3.9%

NPO・NGO　0.3%
自治会　0.5%
一般　7.5%
無回答　0.2%


