
企業立地フェア 2022

出 展 者 募 集 の ご 案 内

新しい時代の
企業立地を、
私たちと
新型コロナウイルス感染症の影響は、悪いことばかりではなく、リモートワークやワーケー
ションなど企業のあり方を定着させる契機にもなりました。今後もこの新たなニーズが高
まっていく中、企業誘致の方法も従来の工業団地・産業用地の紹介だけでなく、オフィス・
本社機能移転なども選択肢として増えてくると考えられます。本展示会では、2022 年度新
しい時代の企業立地・企業誘致のため、展示会・オンライン双方活用しながら、最新の企業
誘致活動を発信し、これまでにない企業と自治体とのマッチングの場を目指します。企業と
の新たなマッチングをぜひご一緒に体験しませんか？

会期 2022年（令和4年）　
 5月18日(水)、19日(木)、20日(金)
 10：00～17：00
会場 東京ビッグサイト　西３ホール
主催 一般社団法人　日本経営協会
同時開催：自治体総合フェア2022

【お問い合わせ】
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL：03-3403-1333 
E-mail：bcd@noma.or.jp URL：https://noma-bcd.jp/企業立地フェア事務局

企業立地フェア 2022 検索
企業立地フェアの詳しい情報は、下記HP又はQRコードをからご覧ください

HP QRコード

フォームQR

企業立地フェア2022は新たなマッチングの場を目指します！

テレワークによる地方進出企業などの集客も見込んだイベントです！

１．新イベント「ワーキングイノベーション2022」による新たな集客

２．オンラインを活用した情報発信とリード獲得
　今回は通常の展示会出展料金でオンライン展示会も出展可能となります。３日間の会期中だけ
でなく、オンライン期間（会期中を含めた１カ月間を予定）を通じ、全国にオンライン上でもPRがで
きます。2021年度本会では、ホスピタルショウオンライン展示会を実施し、出展者の皆さまから
好評のお声をいただきました。そのご意見も踏まえ出展者の皆様にとって活用しやすいオンライ
ン展示会をご提供してまいります

　本イベントは、一般社団法人テレワーク協会とのコラボレーション
イベントとして、「テレワーク」「働き方改革」「ワーケーション」に関わる
企業・団体の展示エリアと関連セミナーを実施するイベントです。

ワーキングイノベーション2022
日時：2022年5月18日（水）～20日（金）
会場：東京ビッグサイト　西3ホール
企業立地フェア2022のブースと隣接してエリアを設置します。

　下記フォームからは、新しい集客計画等のフェアポイントやオンライン展示会に関する「企業立地
フェア2022　開催説明動画」をご覧いただけます。
　ご検討用簡易見積のご依頼やその他のお問合せもこちらのフォームから可能です。

【開催説明視聴・お問い合わせフォーム】
https://forms.office.com/r/tdZYfWhKFg
「企業立地フェア2022公式HP」からも直接リンクしております

見どころ紹介（テキスト・画像・動画）がいつでも自分で編集可能
です。

ダウンロード資料の設置が可能です。ダウンロードした来場者
登録情報は、管理ページ内で確認・取得が可能です。

出展者紹介ページの閲覧者数・資料ダウンロード数を随時確認
することができます。

出展者紹介ページ
（１団体１ページ）

ダウンロード
資料設置

閲覧者数
DL者数確認可能 ※画像はイメージです。

実際のデザインとは異なる場合が
あります。

＜出展者紹介ページ（１団体１ページ）＞

＜出展者管理ページ＞

開催説明会動画視聴・お見積のご依頼はこちら

一般社団法人
日本テレワーク協会との
コラボイベント



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

スタンダード・パッケージブース　1小間
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

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

【出展申込方法】
　「企業立地フェア2022」出展申込書（右記QRコード又は公式HPよりダウンロード）に必要事項をもれなく記入の上、申込締切日
までに事務局に郵送ください。

出展申込締切日　　　2022年 2月  4日（金）
出展料等の支払期限　2022年 4月15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には、出展予約を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。
　・2022年2月4日（金）までに出展予約申込書をご提出ください。

【出展ブース】
 スタンダードブース　　
日本経営協会会員　352,000円（１小間あたり）
一般　　　　　　　429,000円（１小間あたり）

※表示金額は全て税込
※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。
申込単位：1小間単位（間口3.0m×奥行

2.5m×高さ2.7m）

※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。
※スタンダードブースは横一列３小間までです。

 スタンダード・パッケージブース
※表示金額は全て税込

日本経営協会会員　418,000円（１小間あたり）
一般　　　　　　　495,000円（１小間あたり）
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は横一列３小間まで、備品
関係は要相談ください。

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

「スタンダード・ダブル」　616,000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」　924,000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

※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。※表示金額は全て税込

【開催までのスケジュール】

出展者名

卓上コンセント

3m3m

2.7m2.7m

2.5m2.5m

【2022年度の出展者特典】
❖ 「リアル展示会」に加え「オンライン展示会」の双方で参加者にアプローチ可能に！
❖ 出展者は無料でオンラインプレゼンテーションセミナーを実施可能

出展者申込ページQR

【開催概要】
主　　　　　　催 一般社団法人　日本経営協会
会　　　　　　期 2022 年 5月 18日（水）～20日（金）　10：00～ 17：00
会　　　　　　場 東京ビッグサイト　西展示棟・西３ホール　（東京都江東区有明 3-11-1）
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、全国知事会、全国市長会、

全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国村議会議長会、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 企画立地セミナー
 企画立地相談コーナー　＜協力：一般財団法人日本立地センター＞
 ワーキングイノベーション2022　＜協力：一般社団法人日本テレワーク協会＞　他
同　時　開　催 自治体総合フェア２０２２
徹底した感染対策 間隔をあけて

お並びください
マスク着用に
ご協力ください

手指消毒に
ご協力ください

検温に
ご協力ください

定期的な換気を
行っています

間隔をあけて
お座りください

定期的な消毒を
行っています

入場管理を
行っています

1m

展示ブース セミナー オンライン展示会

日　　　　程 内　　　　容

2021年 11月8日（月） 出展募集開始（予約申込制度あり）

2022年   2月4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15日（金）迄にお振り込みをお願いします）

   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月上旬～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16日（月）～17日（火） 準備期間（基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整）

   5月18日（水）～20日（金） 会　期　10：00～17：00

   5月20日（金） 搬出・撤去　17：30～
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HP QRコード

フォームQR

企業立地フェア2022は新たなマッチングの場を目指します！

テレワークによる地方進出企業などの集客も見込んだイベントです！

１．新イベント「ワーキングイノベーション2022」による新たな集客

２．オンラインを活用した情報発信とリード獲得
　今回は通常の展示会出展料金でオンライン展示会も出展可能となります。３日間の会期中だけ
でなく、オンライン期間（会期中を含めた１カ月間を予定）を通じ、全国にオンライン上でもPRがで
きます。2021年度本会では、ホスピタルショウオンライン展示会を実施し、出展者の皆さまから
好評のお声をいただきました。そのご意見も踏まえ出展者の皆様にとって活用しやすいオンライ
ン展示会をご提供してまいります

　本イベントは、一般社団法人テレワーク協会とのコラボレーション
イベントとして、「テレワーク」「働き方改革」「ワーケーション」に関わる
企業・団体の展示エリアと関連セミナーを実施するイベントです。

ワーキングイノベーション2022
日時：2022年5月18日（水）～20日（金）
会場：東京ビッグサイト　西3ホール
企業立地フェア2022のブースと隣接してエリアを設置します。

　下記フォームからは、新しい集客計画等のフェアポイントやオンライン展示会に関する「企業立地
フェア2022　開催説明動画」をご覧いただけます。
　ご検討用簡易見積のご依頼やその他のお問合せもこちらのフォームから可能です。

【開催説明視聴・お問い合わせフォーム】
https://forms.office.com/r/tdZYfWhKFg
「企業立地フェア2022公式HP」からも直接リンクしております

見どころ紹介（テキスト・画像・動画）がいつでも自分で編集可能
です。

ダウンロード資料の設置が可能です。ダウンロードした来場者
登録情報は、管理ページ内で確認・取得が可能です。

出展者紹介ページの閲覧者数・資料ダウンロード数を随時確認
することができます。

出展者紹介ページ
（１団体１ページ）

ダウンロード
資料設置

閲覧者数
DL者数確認可能 ※画像はイメージです。

実際のデザインとは異なる場合が
あります。

＜出展者紹介ページ（１団体１ページ）＞

＜出展者管理ページ＞

開催説明会動画視聴・お見積のご依頼はこちら

一般社団法人
日本テレワーク協会との
コラボイベント




