
地域で創り、育み、守り、持続可能な地域社会へ

出展のご案内
※お申込は2022年2月4日（金）まで

会期： 2022 年 5月18日（水）・19日（木）・20日（金）　
 3日間　　10：00～ 17：00
会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）　西展示棟・西３ホール
主催：
URL：https://noma-lgf.jp/

同時開催　企業立地フェア2022

会場アクセス

スケジュール詳細

開催説明動画視聴申込はこちら

2021年 11月 8日(月) 出展申込期間：出展申込書を自治体総合フェア事務局へ郵送

2022年 2月 4日(金) 出展申込締切
 お申込後随時 出展料等の請求書送付（各出展請求担当者宛に送付）

 ４月15日(金) 出展料等支払締切

 ３月上旬～４月中旬 各種届出提出（各提出先へ）

 ３月下旬～４月上旬 全国自治体や関係機関へプレスリリース、入館ホルダー配布

 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～

日　程 内　容

※オンライン展示会は別途スケジュールをご案内いたします。

　下記フォームでお申込みいただくと、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「自治体
総合フェア　開催説明動画」をご覧いただけます。
　その他のご不明な点も、こちらのフォームからお問い合わせ可能です。

【開催説明視聴・申込フォーム】
https://forms.office.com/r/hiq4fvRT32

【お問い合わせ】

自治体総合フェア事務局
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL：03-3403-1338
Mail：lgf@noma.or.jp
URL　https://noma-lgf.jp/

自治体総合フェア 2022 検索
自治体総合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
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東京ビッグサイト
東京国際展示場 ※公共交通機関をご利用いただき、会場への自家用車・二輪車でのご来場はご遠慮ください。

※会期中、“ゆりかもめ”の混雑が予想されます。他の公共交通機関もご利用ください。

りんかい線
大崎駅（JR）←―――――――――――― 約13分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
※大崎駅よりJR埼京線に接続。渋谷、新宿、池袋等を結びます。
天王洲アイル駅（東京モノレール）←――― 約 7 分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
新木場駅（JR、東京メトロ）←―――――― 約 5 分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
路線バス
東京駅八重洲口←――――――――――― 約40分→ 東京ビッグサイト
門前仲町駅（東京メトロ）←――――――― 約30分→ 東京ビッグサイト
浜松町駅（JR）←――――――――――― 約40分→ 東京ビッグサイト
水上バス
日の出桟橋（浜松町駅下車）←―――――― 約25分→ 有明客船ターミナル（下船すぐ）
ゆりかもめ
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）←― 約22分→ 東京ビッグサイト駅（下車すぐ）
豊洲駅（東京メトロ）←――――――――― 約 8 分→ 東京ビッグサイト駅（下車すぐ）
空港バス
羽田空港←―――――――――――――― 約25分→ 東京ビッグサイト
成田空港←―――――――――――――― 約60分→ 東京ベイ有明ワシントンホテル（下車徒歩約3分）

第26回
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自治体総合フェアとは

自治体総合フェア　開催概要

後援・協賛（申請予定）

委員紹介
自治体経営の革新と魅力ある地域社会の実現をテーマ にした総合展示会で公民連携とイノベーションを創出 

自治体総合フェア実行委員長

椎川　忍　氏
一般財団法人 地域活性化センター 理事長
〈元総務省自治財政局長、地域力創造審議官（初代）〉

自治体総合フェア企画委員長

村井　敬　氏
公益財団法人日本芸術協会 代表理事

開催概要、開催地詳細はこちら ▼https://noma-lgf.jp/2022/outline/
会　　　　期　 2022 年　5月18日（水）・19日（木）・20日（金）　　3日間　　10：00～ 17：00
会　　　　場　 東京ビッグサイト(東京国際展示場 )　西展示棟・西３ホール（東京都江東区有明 3-11-1）
展示会入場料　  無料（原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可）
会場予定規模　  会場面積：約 3,500㎡　　展示面積：約 1,800㎡
出展予定者数　 約 １２０ 社・団体
来場対象者　  官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校関係者、財団・社団等団体、公営企業・公社、　
 NPO法人、医療福祉部門、公共部門　などの関係者
展 示 構 成　 (1)自治体業務イノベーションゾーン　(2) 危機管理対策ゾーン　(３)地域振興ゾーン　(４)快適未来都市ゾーン
主催者企画　 (１)スマートシティパビリオン　(２) 全国地方議会サミット連携企画　(３)シティプロモーションアワード　
 (４) 公務能率研究会議　(５) 電子政府コーナー
来場予定者数　 約 10,000 人 
カンファレンス・セミナー　主催者、協力団体、出展者により会期中３日間開催
 　　　　  （1）自治体カンファレンス　（2）出展者プレゼンテーションセミナー
同 時 開 催　  ワーキングイノベーション2022、企業立地フェア2022

　自治体総合フェアは、地方自治体にかかわる情報、環境、防災、文化、福祉、教育などに焦
点をあてた製品・技術・サービスを一堂に展示し、地方自治体が抱える課題に対しハード・
ソフト両面から実務的なソリューションを提案するフェアとして、地方自治法制定50周年に
あたる1997年から開催。2022年で26回目を迎えるに至ります。今後も様々な国・地方自
治体・官民様々な団体との連携のもと、自治体職員にとって実務課題の解決に直結するイ
ベントとして開催します。

【自治体総合フェア2022に期待していること　～委員からのコメント～】
◆参加者の悩み＝多くの自治体が行政DXの推進に直面し、今後の対応（実装）に苦慮していると思われる、に対し、
「解決策＝Solutionを提供する場」とする。

◆本フェアにおいて、全国で様々な地域主体の取り組みが加速するとともに、全国の自治体職員の方々、関係者の
方々のネットワーク形成の場となる事を期待しております！

◆2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた自治体の取り組みを支援する情報提供、また交流の場として活用
いただける展示会に！

◆現在、直面している災害対策、地球温暖化、財政改革等についてのご提案、また、入りやすい・お聞きしやすい場とし
ていただけるとありがたいです。

◆出展企業の最新サービスの紹介や、国や自治体の先行事例等を集中的に把握できる本フェアの開催は、自治体DX
推進に取り組む職員にとって、大変有用な機会と考えます。自治体職員が抱える様々な課題解決のヒントに繋がる
企画が実施されることを心より期待しております。

●後援：内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長
会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政法人情報処理推進機構、国立
研究開発法人防災科学技術研究所、地方公共団体情報システム機構、日本放送協会（ＮＨＫ）

●協賛：一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法
人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギーセン
ター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリティマネ
ジメント協会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、一般社団法人日本民間放送連盟、公益社団法
人全国自治体病院協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、日本
商工会議所、東京商工会議所、全国都市農業振興協議会、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動法人日本PFI
･PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会、一般社団法人
日本テレワーク協会

自治体総合フェア20 2 2特徴
１．自治体職員を対象とした
数少ない展示会
本フェアは自治体職員を対象にした数少な
い展示会の１つです。本会は自治体業務に
携わる事業を長く継続しており、本展示会
も自治体業務改革・電子行政・安心・安全・地
域活性化を推進する自治体対象の総合展
示会として広く認知されています。

２．特別企画による
官民連携の促進
一般社団法人日本テレワーク協会が協力す
る「ワーキングイノベーション2022」、ス
マートシティ官民連携プラットフォームが協
力する「スマートシティパビリオン」など企
業や団体とコラボした特別企画により官民
の連携を促進します。

３．多様な自治体職員が
集まる場づくり
本会主催58回の実施を誇る「公務能率研究
会議」のフェア内開催、先進的なまちづくり
へ取り組む団体を表彰する「シティプロ
モーションアワード」の実施など、さらに自
治体職員が集まる場づくりを企画していま
す。

４．オンラインによる
展示会も開催

多くの自治体職員が集まる
仕掛け作りと場づくりを行い、
新たなマッチングの場とします。

委員データ　※所属・役職は2021年11月1日時点
 委員名 氏名 団体名 役職
 実行委員長 椎川　忍 一般財団法人地域活性化センター 理事長〈元総務省自治財政局長、地域力創造審議官（初代）〉
 企画委員長 村井　敬 公益財団法人日本芸術協会 代表理事
 委　　　員 橋口　淳 東京都 デジタルサービス局戦略部　区市町村支援担当課長
 委　　　員 加茂　義哉 千代田区 政策経営部　IT 推進課長
 委　　　員 吉清　雅英 武蔵野市 総合政策部　部長
 委　　　員 若林　伸男 厚木市 政策部　部長
 委　　　員 平澤　和宏 横須賀市 経営企画部　部長
 委　　　員 冨岡　由記子 草加市 総合政策部　副部長
 委　　　員 山口　寛士 一般財団法人地域活性化センター 振興部　部長
 委　　　員 狩野　英司 一般社団法人行政情報システム研究所 調査普及主席研究員
 委　　　員 川口　友紀枝 一般財団法人省エネルギーセンター 省エネ支援サービス本部 情報サービスセンター　センター統括
 委　　　員 窪田　新一 一般財団法人新エネルギー財団 計画本部 参与
 委　　　員 澤野　次郎 公益財団法人日本法制学会／災害救援ボランティア推進委員会 理事長／委員長
 委　　　員 稲垣　憲治 一般社団法人ローカルグッド創成支援機構 事務局長
 委　　　員 牧瀬　稔 関東学院大学 法学部地域創生学科・准教授
 委　　　員 町田　悟康 一般社団法人日本経営協会 理事

NEW



3 4

自治体・企業双方にとって今後の働き方やまちづくりに欠かせないヒント　を２つの団体との協力のもと特別企画としてご紹介してまいります。　

は新たに４つのゾーンで構成されます
これからのまちづくりの 中心となる４つのゾーン

様々な部署の職員が参加する企画が充実

特 別 企 画

今や自治体において危機管理対策は行政経営の必須事項です。情報セ
キュリティから感染症拡大や自然災害に対する対応まで、こちらのゾーン
では、さまざまなリスクを想定した事業活動全般に関する製品サービスを
幅広くご紹介します。

危機管理対策ゾーン

ニューノーマル時代の自治体が目指すまちづくりは、デジタル化はもちろ
ん、AI、ＩoTをはじめとする技術革新を取り入れ、市民生活の質や都市活動
の効率性等の向上を図っていかなければなりません。その為に自治体が
活用できる快適未来都市を構築していくために役立つ製品やサービスを
紹介します。

快適未来都市ゾーン
自治体業務の能率向上は、デジタルツールを活用することで、時間の大幅
な短縮や成果を飛躍的に向上することができます。こうした業務の革新に
つながる製品・サービスを幅広くご紹介します。

自治体業務
イノベーションゾーン

自治体の地域振興の中心施策である「観光・インバウンド」「産業振興・雇用
創出」「市民協働」についても、デジタルと対面を融合し、様々な体験や
サービスが生まれています。ニューノーマル時代における新たな地域振
興の製品・サービスをご紹介します。

地域振興ゾーン

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

スマートシティパビリオン
協力：スマートシティ官民連携プラットフォーム

来場対象（2021来場者アンケート）
官公庁・自治体
幅広い部署の方にお越しいただき、これまでとは別
の部署との接点の場として活用いただいております。

一般企業
一般企業についても広い業種の方にご来訪いただ
く、新しい出会いの場となっております。

総務・広報　7.7%

人事・研修　3.8%

企画・政策　12.8%

財務・税務　1.3%
産業・経済　7.7%

消防・警察　3.8%

委員会・事務局　5.1%

その他行政機関・行政団体　5.1%
無回答　11.5%

都市計画・建設・道路・交通・上下水道　10.3%

市民・協働・まちづくり　11.5%

福祉・介護・健康・子育て　1.3%
危機管理・防災・安心安全　2.6%

首長・三役・役員  0.0%
環境 0.0%

情報管理・システム　15.4%
製造・生産関係
27.4%

流通(商社・販売)・
物流　13.1%
情報通信関係
17.3%

サービス業関係　17.9%

建設・設計・不動産関係　10.7%
金融・証券・保険　3.0%
運輸・交通・公共サービス　3.0%

一般　7.1%
自治会　0.6%

ＮＰＯ・ＮＧＯ 0.0%

各トピックに
興味の

ある自治体職員と
企業担当者　等

様々な部署の職員が集まる集客イベントを続々企画中！！

福祉・介護担当、
情報通信担当、
農林水産
担当職員　等

　危機管理担当、
情報通信担当、
広報・広聴
担当職員　等

自治体の先進的な取り組みを紹介する企画やイベント、セミナーがさらに拡充し、さらなる集客を図ります。
【コラボレーション企画】
・全国地方議会サミット
　議員・議会を対象にした集客イベント
・自治体ＤＸ白書
　自治体ＤＸに興味を持つ企業・職員が
　参加するコラボ企画が進行中。

【主催イベント新企画】

・公務能率研究会議
・シティプロモーションアワード
　総務・人事、まちづくり分野の専門職員
　が一堂に集まるアワード開催　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　他多数

【来場 者】  
   官庁・自治体関係者、議会・議員関係者、社団・財団関係者、公共団体・ＮＰＯ法人関係者、医療福祉関係者、公共サービス・公共部門関係者　   

　広報・シティプ
ロモーション担当、
観光担当、

産業振興担当職員　等

来場対象者来場対象者

来場対象者

人事・総務担当、
情報通信担当、
契約・管財
担当職員　等　

来場対象者

※出展料や出展要項は 9ページをご覧ください
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４つのゾーンでの展示構成

自治体業務
イノベーション
ゾーン

危機管理対策
ゾーン

快適未来都市
ゾーン

地域振興
ゾーン

展 示 構 成 ・ 展 示 品 目

特別企画・ 新企画で 来場動員をさらに強化　 

来場対象者
自治体人事・総務担当、情報通信担当、契約・管財担当職員　等

来場対象者
自治体危機管理担当、情報通信担当、広報・広聴担当職員　等

来場対象者
自治体福祉・介護担当、情報通信担当、農林水産担当職員　等

来場対象者
自治体広報・シティプロモーション担当、観光担当、産業振興担当職員

「公務能率研究会議」は、昭和 37 年に第 1 回を開催以来、
これまで 58 回開催し、地方自治体を巡るその時代ごとの
重要課題を取り上げて開催を続けてまいりました。ニュー
ノーマルへの対応、また人口減少が避けられない中にあっ
て、持続可能な社会をいかに創りあげていくか、その自治
体経営改革に向けた公務能率推進をさらに深化させ、交流
と連携を進化させる場づくりを行ってまいります。
対象：各トピックに熱意と関心のある職員

地域にとって「真に測定可能で、地域に関わる人々の幸せ
につながる、シティプロモーション活動」について、実行
委員会と本会で全国の自治体に協力いただき、アワードを
開催します。
現在 30 を超える自治体の皆様に活動の応募いただいてお
り、その中でも特に素晴らしい団体の表彰と実際の活動を
紹介します。
対象：まちづくり・シティプロモーション担当職員、

アワード参加団体

「議会から地域を変え・地域から日本を変えていく」を掲げ、
全国の議会関係者 1,000 人規模で開催してきた「全国地
方議会サミット」（主催：ローカル・マニフェスト推進連
盟／事務局：早稲田大学マニフェスト研究所）。令和４年
度は自治体総合フェアと連携し、５月 12 日、13 日に早
稲田大学大隈記念講堂で開催。議会にまつわる様々なト
ピックと課題について、大いに議論、提起・発信いたします。

対象：議員・議会関係職員

自治体DX白書は、（株）Public dots &Company、（株）
MAIA、（株）電通、など、自治体ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）の最前線で活躍する企業・団体で構成す
る委員会です。自治体がDXを真に推進するために、「みん
なでつくろう」をモットーに自治体DXの最新トピックをWeb
上で公開しています。

対象：DXに興味がある自治体・民間企業職員

シティプロモーション
アワード表彰

 出展分野 展示品目例
業務遂行 AI-OCR、RPA、議事録作成、

ペーパーレス、RPA、チャッ
トボット、AI 翻訳、AI マッ
チング（保育所・移住等）、
アプリ各種、テレワーク環境
対応・導入支援、内部不正利
用対策

施設管理・セキュリティ LGWAN、ファイル無害化・
システム強靭化、5Ｇ対応、
清掃・警備・施設管理、災害
時対応無線 LAN、入退室管理

人事管理・文書管理 勤怠管理・人事管理システム、
給与計算・経費精算・財務会
計システム、エンゲージメン
ト、人事評価、福利厚生、文
書管理システム（デジタル
アーカイブ）

人材獲得・育成・組織開発 人材獲得・採用、社内チャッ
トシステム、オンライン会議
システム、E ラーニング、コ
ラボレーションツール

インフラ 道路・橋・トンネル・上下水
道等点検、調査、検査支援シ
ステム、積雪対策、防犯・災
害時対応、河川監視システム・
見守りシステム

 出展分野 展示品目例
感染症拡大防止 消毒、マスク、フェイスシール

ド、防護服、認証システム、空
気清浄、PCR検査・抗体検査キッ
ト、無人受付システム、間仕切
り・パーテーション、殺菌・滅菌・
除菌装置、混雑緩和・人数管理
システム、空気清浄機

防災・減災 防災グッズ、備蓄用品、非常食・
備蓄水、防災支援ツール災害ベ
ンダー機、仮設トイレ、避難所
設営、避難所教育訓練

安全・安心 見守りカメラ、画像認識、防災
アプリ、防犯・安全対策、イン
フラ保守、害獣・害虫対策、安
否確認・帰宅支援システム、耐
震化対策

BCP・BCM データ活用、救助資材、災害時
復旧、災害情報発信（メール、
ラジオ、SNS）、害獣・害虫対
策

セキュリティ 監視・防犯カメラ／ダミーカメ
ラ、画像解析、セキュリティゲー
ト、認証システム、センサーラ
イト・アラーム、防犯装備・護
身具、防犯パトロール用品

 出展分野 展示品目例

ヘルスケア 健康測定、健康診断、ウェ
アラブル端末、健康管理・
支援アプリ、医療 MaaS、
介護ロボット、見守り、
災害対応

モビリティ 自動運転、ドローン、配送
システム、公共交通シス
テム、ライドシェア

ネットワーク、行政サービス ５Ｇ、データ連携、オンラ
イン行政手続き、マイナ
ンバー活用、地域ネット
ワークシステム、AI コン
シェルジュ、デジタルガ
バメント、社会参加促進

一次産業支援・エネルギー スマート農業（自動化、遠
隔化）、林業、漁業、脱炭素、
再生可能エネルギー、ス
マートグリッド、サーキュ
ラーエコノミー

子育て・教育・人材育成 子育て支援システム、健康
管理システム、オンライ
ン教材、デジタル教材、
タブレット、GIGA スクー
ル、DX人材育成

 出展分野 展示品目例

広報・シティプロモーション WEB 制作、動画制作、ア
プリ制作、SNS制作・運用、
メディア連携、イベント
制作、ロケ誘致、ふるさ
と納税

地域連携 動態調査、道の駅、地域特
産物等の開発・磨き上げ、
文化振興、地域クーポン
券支援、デジタル地域通
貨・決裁システム、社会
参加

観光 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン、
ツーリズム企画、インバ
ウンド誘客、動画活用、Ｖ
Ｒ活用、メディア誘致

U ターン・I ターン支援 移住・定住促進、UIJ ター
ン支援、起業促進、婚活・
マッチング、ワーケーション

施設利用 空き屋対策、シェアサイク
ル、イベント制作、指定
管理者募集・連携、ゼロ
エネルギー

※出展料や出展要項は 9ページをご覧ください
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特別企画・カンファレンス
特別企画１ 特別企画３

特別企画２

　「柔軟な働き方の導入」がなかなか進まない自治体・中小
企業に向けて、テレワーク支援、会議ソリューション、ワー
クプレイス変革、コミュニケーションツールなどの製品・
サービスを紹介するエリア。展示ブースだけではなく、セ
ミナー等と連動して来場動員を図ります。

自治体総合フェア2022にて、自治体DX白書
とコラボレーションが決定しました！各自治体が、
自分達のDX推進度の進捗度が分かるような展
示を設置し、全国自治体のＤＸが現場で真に活
用していくためのヒントを、来場者の皆様と一
緒に考えてまいります。自治体DXに興味を持

つ企業の皆さまも、一
緒に自治体DXを盛り
上げていきませんか。

　様々な分野に広がるスマートシティの枠組みを内閣府・総務省・経済産業省・国土
交通省が連携して設立した「スマートシティ官民連携プラットフォーム」を中心とし
てスマートシティの現在地を示し、実施フィールドとなる自治体視点で今後の取り組
みを加速するためのサービス・製品を紹介するエリア。展示ブースだけでなく、セミナー
等と連動して来場動員を図ります。

◆企画ブース出展料
会員：330,000 円（税込）　
一般：418,000 円（税込）
※会員とは日本テレワーク協会の会員です。

◆企画ブース出展料
会員：3３0,000円（税込）　
一般：418,000 円（税込）
※会員とはスマートシティ官民連携プラットフォームの
　会員です。

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

自治体DX白書とのコラボレーションイベント
協力：自治体DX白書

スマートシティパビリオン
協力：スマートシティ官民連携プラットフォーム

Japan Telework Association : SYMBOL MARK

企画内での展示概要 企画内でのイベント概要

企画内での展示概要

関連集客
セミナー
あり

他にも
続々

関連集客
セミナー
あり 充実した自治体カンファレンスによる集客

カンファレンスでは、省庁・首長・先進団体からの講話や事例発表を行い、多くの自
治体職員にご参加いただいております。

新設する「シティプロモーション
アワード」では、すでに30団体を超
える自治体から応募をいただいており、
新たなまちづくりの情報発信をいたし
ます。

「全国地方議会サミット」とのコラボによる議員・議会関係職員対象のイベント開催
が決定。他にも多様な職員が参加するセミナーを計画中です。

本会主催で59回目の開催を迎える「公務能率
研究会議」をフェア内開催し、各ゾーンに興味
を持つ自治体職員を集客します。

新規
カンファレンス
続々計画中

≪官庁・自治体≫
働き方改革を推進したい／チームの連携を強化したい／ワー
ケーションなどでの連携相手を探したい　等々
≪一般企業≫
テレワークの導入を低コストで実現したい／訪問が難しい中
でも売上をあげるチームにしたい／従業員のワークライフバ
ランスをサポートしたい　等々

≪官庁・自治体≫
庁内での DX をどのように進めたらいいかわからない／他団体で実施
している実例を知りたい／実際にサービス・製品を紹介している業者の
話を聞いてみたい　等々
≪一般企業≫
自治体での DX 推進について、自治体・企業担当者からの本音を聞い
てみたい／自治体との連携により地元や地域への貢献をしたい　等々

≪官庁・自治体≫
各地域でスマートシティを実現するための情報収集をしたい
／地域課題を” スマートシティ” をキーワードに解決したい
≪一般企業≫
スマートシティ実現の中で、自社の強みを生かすため情報収
集したい／外部（企業・自治体）との協力によって地域課題
の解決をしたい

※特別企画ブースにご出展希望の場合は、事務局へ資料請求をしてください。

※特別企画ブースにご出展希望の場合は、事務局へ資料請求をしてください。
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出　展　要　項
1

2

3

スタンダードブース

スタンダードパッケージブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、右記のよう
な基本設備を主催者において施工した小間です。
（サイドパネルは通路側を除く。）
●小間サイズ（1小間） ：
　間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：

　   1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

●出展料（消費税込） ：

スタンダードブースの基本設備に展示備品をパッケージした
ブースです。基本設備と展示備品は以下のとおりです。小間
サイズ、申込面積区分、装飾規定、基本設備はスタンダード
ブースに準じます。
●申込面積区分 ：　  1小間 　 2小間 　 3小間　 ※横一列
※３小間の基本設備や備品について、また商談タイプ（テーブル+イス）をご希望の際は、
別途事務局までお問合せください。

●スタンダードブース1小間（スタンダードパッケージブース共通）の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H＝300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
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

受付カウンター／W990×D495×H850（㎜） 1台

展示台／W990×D700×H850（㎜）＊収納引き戸付 

カウンターチェア／SH550 1脚
貴名受 1ヶ
カタログスタンド＊A4サイズ／6段 1台

ベルクロテープ＊パネル 一式

Sカン・チェーン＊パネル 一式

LEDスポットライト／15W

1小間 2台
2小間 4台

1小間 3枚分（計18枚）
2小間 5枚分（計30枚）
1小間 2枚分（Sカン8ヶ・チェーン4本）
2小間 4枚分（Sカン16ヶ・チェーン8本）

1小間 3灯
2小間 6灯

出展者名

展示タイプ

1小間

2小間

出展者名

卓上コンセント

卓上コンセント

フリーブース

出展者プレゼンテーションセミナー

大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなる小間です。
基本設備、境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はおこないません。
●申込面積区分：申込面積は36㎡以上。（単位で下記の申込面積より選択してください。）

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 72㎡ 奥行6m × 間口12m
 78㎡ 奥行6m × 間口13m
 81㎡ 奥行9m × 間口  9m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 90㎡ 奥行9m × 間口10m
 99㎡ 奥行9m × 間口11m
 108㎡ 奥行9m × 間口12m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 36㎡ 奥行6m × 間口  6m
 42㎡ 奥行6m × 間口  7m
 48㎡ 奥行6m × 間口  8m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 54㎡ 奥行6m × 間口  9m
 60㎡ 奥行6m × 間口10m
 66㎡ 奥行6m × 間口11m

●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。出展料は決定面積での請求となります。
②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画される場合は、そのスペースを十分に取り、通路に来場者が溢れることが無いように、
申込面積をご検討ください。

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

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダードブース

3.0m（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

3.0m
（内寸：2.97m）

2.7m

2.7m

6.0m（内寸：5.94m）

［パッケージ備品］

 面積 日本経営協会 会員 一般
 1小間 429,000円 495,000円
 2小間 858,000円 990,000円
 3小間 1,287,000円 1,485,000円

 面積 日本経営協会 会員 一般
 1小間 506,000円 572,000円
 2小間 1,012,000円 1,144,000円
 3小間 1,518,000円 1,716,000円

 面積 日本経営協会 会員 一般
 1㎡につき 46,200円 48,400円

●出展料（消費税込） ：

●出展料（消費税込） ：

出展者の皆様が自社ブースでの展示実演だけでは充分に伝えきれない新製品・技術・サービス等の内容や自治体活用事例を、
より明確に効果的に発表する場として開設いたします。

＜出展者プレゼンテーションセミナー概要＞
展示会場内の特設セミナー会場での開催となりますので、貴社の展示ブースに近く、展示との相乗効果が得られます。セミナー
会場設営は事務局で担当しますが、司会や運営は各出展者側で行うため独自のセミナー様式にて実施いただけます。
会　　　　場：西3ホール内セミナー会場
セミナー形式：１セッション30分／定員80名（予定）／事前登録制（当日受付も有）
申 込 単 位：原則は１社１日１セッション（ただし申込締切日以降に空きがある場合は、複数セッションも可能です。）
利　用　料：1セッション　88,000円（税込）
※時間帯は申込先着順とセミナー内容にもとづき、事務局にて決定致します。

出展にかかる詳細情報はこちら ▼https://noma-lgf.jp/2022/entry/

オンライン展示会でさらなるリード獲得が可能に！
１．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ブースも利用可能となります。３日間の会期中だけではなく、オンライ
ン期間（会期中を含めた１か月間を予定）を通じ、会場にお越しになれない方にもにオンライン上でPRができます。

２．オンラインブースを活用して攻めのリード獲得を
オンライン会場では、自社のコンテンツ紹介に加えオンラインプレゼンテーションが実施可能です。動画を視聴し
た来場者がリード情報として取得でき、今後の営業戦略の大きなヒントに繋がります。

３．来場者と繋がる様々な仕組みも搭載
来場者とのメッセージのやり取りや Zoom での商談の仕組みも標準搭載しています。ご出
展申込後は、マニュアルのお渡しに加え、これまでの実施傾向などもご紹介し、皆様の商談
獲得、ビジネス販路拡大を会期終了までサポートさせていただきます。

＜出展者ブースイメージ＞

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

オンラインオプション

出展者紹介（テキスト・画像・動画）がいつでも簡単に自分で編集可能です。

PDFの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の登録情報が管理
ページ内で確認・取得できます。

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。

出展製品・サービス紹介枠の追加／オンラインブースの追加（共同出展者用として）／オン
ラインセミナーの実施など、リード獲得につながるオンラインオプションも追加可能です。
※金額・詳細は2月下旬予定の出展者説明会にてご案内いたします。

詳しい情報は自治体総合フェアＨＰに随時掲載します！

PR動画も埋め込めます

訪問ユーザーと円滑な
コミュニケーションが
取れるように、気軽な
メッセージの送信や、
ZOOMでのオンライン
商談ができます。

こうしたコミュニケー
ションの履歴はすべて
のリードとしてＣＳＶ
データで取得可能です。

ＰＤＦなどでご用意いただ
いた資料を、ダウンロー
ドできます。登録ユーザー
なので、誰がダウンロー
ドしたのか、リードとし
てお渡しができます。

比較的自由な出展者ブー
スの設計が可能です。

テキストベースだけでは
なく、画像などを用いて、
より魅力的な出展者ブー
スが構築できるように
なっております。


