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出展申込方法
Web 申込または出展申込書 ( 書面 ) による申込のいずれかの方法でお申し込みください。

出展申込書 ( 書面 ) による申込 * 会社印・個人印・原本提出 必須

書面による申込をご希望の場合は、申込書類一式を送付いたします (PDF 支給 ) ので事務局までご
連絡ください。出展規約を必ずご確認いただき、以下の書類に必要事項をご記入押印のうえ原本を
事務局まで送付ください。

出展申込に必要な書類

● 出展申込書 (No.1)　【必須】

● 共同出展者申請書 (No.3)　【該当出展者】

● 出展分野申請書 (No.2)　【必須】

● 販促拡大ツール申込書 (No.4)　【該当出展者】

Web 申込 推奨 原本提出・印鑑不要！出展申込から契約までWebで完結

●本システムは弁護士ドットコム株式会社が運営するクラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」
　を利用した出展申込受付システムです。

●出展連絡担当者とは別に、出展承認者のメールアドレスが必要となります。

事務局にて申込内容を確認したのち、クラウドサインより連絡担当者へ「確認依頼メール」が配信
されます。申込内容をご確認のうえ、メールの案内に沿って『承認』してください。

連絡担当者の『承認』が完了すると続けて、出展承認者へ「確認依頼メール」が配信されます。
申込内容をご確認のうえ、同様に『承認』してください。

連絡担当者・出展承認者のお二方の承認ののち、事務局による『承認』が完了すると出展契約締結
となり、「締結完了メール」が配信されます。

「締結完了メール」の添付書類が申込の控えとなりますので保管してください。

出展を申し込む展示会の公式サイトトップページより Web 申込フォームへアクセス。
出展規約を必ずご確認のうえ、必要事項を入力してお申込みください。

www.kikikanri .biz/application_form/

RISCON TOKYO

www.seecat.biz/application_form/

SEECAT



ご出展に関するアンケート
本紙にてご意向をお知らせください。なお、本紙は出展申込書ではありません。

□               危機管理産業展2023 □                 テロ対策特殊装備展'23
ご関心のある展示会・出展分野について（あてはまるものに　  を付けてください。）

□重要インフラ向けサイバー･フィジカル･セキュリティ

□港湾警戒 / 水際対策
□ソフトターゲットテロ対策
□ロボット / ドローン活用・対策
□CBRNE テロ対策
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□ 出展予定　（　　　　）小間　決定時期（　　　　）月頃
□ 出展検討中（　　　　）小間　決定時期（　　　　）月頃
□ 詳細説明を希望  (訪問・TEL・メール・Web会議)
□ 出展しない（理由：                      ）

出展に関するご相談・ご要望など自由にご記入ください。

展示会名展示会名 時期時期

役職名：

TEL:

氏名：

所在地：

FAX:

E-mail:

所属部署：

●ご記入者／資料送付先●ご記入者／資料送付先

【個人情報の取り扱いについて】
 ご提出いただきました個人情報については、(株)東京ビッグサイトの個人情報保護方針に基づき、(株)東京ビッグサイトおよび運営等の委託会社にて厳重に監督・管理いたします。
 なお、(株)東京ビッグサイトの個人情報保護方針については、https://www.bigsight.jp/visitor/privacy-statement/をご参照ください。

出展予定または検討中の製品・分野

上記展示会への出展について（あてはまるものに　  を付けてください。）

会社名：

〒

□防災・減災
□BCP・事業リスク対策
□セキュリティ

□危機管理DX・サイバー対策ソリューション
□危機管理ドローンソリューション

併催企画

特別テーマ

テーマ展示

FAXFAX：03-3503-762003-3503-7620FAXにてご返送くださいFAXにてご返送ください
Webフォームからもご回答いただけます。Webフォームからもご回答いただけます。



プレゼンテーションのプログラム・テーマ・申込(開講)会社名は、公式WEBサイト、招待券、会場内の配布物などでも幅広く告知します。

【出展者プレゼンテーションお申込に際してのご注意】
　※｢危機管理DX･サイバー対策ソリューション｣｢危機管理ドローンソリューション｣出展者は、1社･1セッション無料となります。
※開講希望日は原則として先着順で受け付けますが、事務局で調整を行う場合があります。

　※最新の申込状況については、事務局までお問い合わせください。※追加備品が必要な場合は、事前に事務局までお問い合わせください。(別途有料)
　※主催者および事務局による告知活動は、聴講者数を保証するものではありません。

1. 出展者プレゼンテーション

2. 広　告

招待券はもちろん、各種広報物で告知

販促拡大ツールのご案内

スステーテージプレゼンテーテーションステージプレゼンテーション
オープン形式の特設ステージで、貴社のサービス紹介や、
ショー形式の新製品発表会、パネルディスカッションなど
不特定多数の来場者に対して抜群の訴求効果が期待できます。

●開 催 日　2020年 10月 21日 ( 水 ) ～ 23日 ( 金 )
●会　　場　RISCON会場内　特設ステージ
●定　　員　150名 ( 予定 )
●利用時間　45分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )
【利用料金】　165,000円 ( 税込･消費税10% )
【申込締切】　6月28日 ( 金 )

ステージおよびルームプレゼンテーションでは、プレゼンテーション終了後、当日聴講された方の情報を提供いたします。
関心をもったユーザーを確実に把握でき、今後のビジネスにご活用いただけます。

有望顧客をリストアップ

バナー広告バナー広告バナー広告

会期前 4 ヶ月で 40 万件以上の PV がある
公式 WEB サイト上へ掲載します。

●バナー掲載期間
　　　　　　2020年 7月～2020年 1月 (7ヶ月間 )
　　　　　　料金ご入金後の掲載
●仕　　様　横200×縦200ピクセル、jpg もしくは gif 形式のデータ
【利用料金】　162,000円 ( 税込･消費税8% )
【申込締切】　8月23日 ( 金 )

会場マップ広告会場マップ広告会場マップ広告
会期中、会場で全来場者へ無料配布
する会場マップに広告を掲載します。
広告利用出展者のブース位置は、
色を変えることで目立たせ、ブースへの訪問者数アップを図れます。

●配布枚数　25,000部 ( 予定 )
●仕　　様　横69mm×縦37mm、4色、
　　　　　　Adobe Illustrator 形式のデータ
【利用料金】　162,000円 ( 税込･消費税8% )
【申込締切】　8月23日 ( 金 )

セット広告セット広告(バナー＋会場マップ)(バナー＋会場マップ)セット広告(バナー＋会場マップ)
会期前から会期中、会期後にいたるまで、情報を発信し続けられる
お得なセット広告です。

【利用料金】　270,000円 ( 税込･消費税8% )
【申込締切】　8月23日 ( 金 )
※利用条件・掲載仕様は、個別のご利用時と同様です。

メルマガ広告メルマガ広告メルマガ広告
主に過去来場者からなる 40,000 件以上のメールリストへ、
貴社の見どころや紹介文を、事務局メルマガの一部として
配信します。

●利用条件　 1 回のみ利用可、
　　　　　　配信時期は 8 月下旬～ 9 月下旬の間で
　　　　　　事務局が決定します。
●仕　　様　 URL を含む 200 文字まで、テキスト形式のデータ
【利用料金】　 162,000円 ( 税込･消費税8% )
【申込締切】　 8月 23日 ( 金 )

20202020

ルールームプレゼンテーテーションルームプレゼンテーション
高い関心をもつ来場者に対し、展示会場内で仕切られた
特設ルームで時間をかけたプレゼンテーションができます。
参加者限定の代理店会や研修にも最適です。

●開 催 日　2020年 10月 21日 ( 水 ) ～ 23日 ( 金 )
●会　　場　西1ホール　2階会議室
●定　　員　80名 ( 予定 )
●利用時間　60分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )
【利用料金】　165,000円 ( 税込･消費税10% )
【申込締切】　6月28日 ( 金 )

プレゼンテーションのプログラム・テーマ・申込(開講)会社名は、公式WEBサイト、各種印刷物、会場内の配布物などでも幅広く告知します。

1. 出展者プレゼンテーション

RISCON TOKYO 事務局
〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル4階 アテックス(株)内
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裏面の申込書にてお申込みください。

お問合せ
RISCON TOKYO 事務局

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル4階 アテックス(株)内
TEL:03-3503-7641　FAX:03-3503-7620　E-mail:ofc@kikikanri.biz　URL：www.kikikanri.biz

出展申込フォームにてお申込みください。

お問合せ

2. 広　告

来場者向け案内パンフレットや会場マップなどの各種広報物で告知

販促拡大ツールのご案内

ステーテージプレゼンテーテーションステージプレゼンテーション
オープン形式の特設ステージにおいて、貴社のサービス紹介や、
ショー形式の新製品発表会、パネルディスカッションなど
不特定多数の来場者に対して抜群の訴求効果が期待できます。

●開 催 日　2023年 10月 11日 ( 水 ) ～ 13日 ( 金 )
●会　　場　RISCON会場内　特設ステージ
●定　　員　100名 ( 予定 )
●利用時間　45分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )
【利用料金】　165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　7月31日 ( 月 )

公式WEBサイトにおいて事前に聴講予約を受け付けます。会期後、当日聴講された方の情報を提供いたします。
関心をもったユーザーを確実に把握でき、今後のビジネスにご活用いただけます。

有望顧客をリストアップ

バナー広告バナー広告バナー広告
会期前後 7 ヶ月で 35 万件の
PV がある公式 WEB サイト上へ掲載します。

●バナー掲載期間
　　　　　　2023年 7月～2024年 1月 ( 約 7ヶ月間 )
　　　　　　料金ご入金後の掲載
●仕　　様　横490×縦280ピクセル、jpg もしくは gif 形式のデータ
【利用料金】　165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　8月31日 ( 木 )

会場マップ広告会場マップ広告会場マップ広告
会期中に全来場者へ無料配布する
会場マップに広告を掲載します。
出展者のブース位置を、色を変えて
目立たせることでブースへの訪問者数アップを図ります。

●配布枚数　17,000部 ( 予定 )
●仕　　様　横69mm×縦37mm、4色、
　　　　　　Adobe Illustrator 形式のデータ
【利用料金】　165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　8月31日 ( 木 )

セット広告セット広告(バナー＋会場マップ)(バナー＋会場マップ)セット広告(バナー＋会場マップ)
会期前から会期中、会期後にいたるまで、情報を発信し続けられる
お得なセット広告です。

【利用料金】　275,000円 ( 税込 )
【申込締切】　8月31日 ( 木 )
※利用条件・掲載仕様は、個別のご利用時と同様です。

メルマガ広告メルマガ広告メルマガ広告
主に過去来場者からなる約 40,000 件のメールリストへ、
貴社の見どころや紹介文を、事務局メルマガの一部として
配信します。

●利用条件　 1 回のみ利用可
　　　　　　配信日は事務局にて決定します。
●仕　　様　 URL を含む 200 文字まで、テキスト形式のデータ
【利用料金】　 165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　 8月 31日 ( 木 )

2023

ルールームプレゼンテーテーションルームプレゼンテーション
展示会場内で仕切られた特設ルームにおいて、高い関心をもつ
来場者に向けて、時間をかけたプレゼンテーションができます。
参加者限定の代理店会や研修にも最適です。

●開 催 日　2023年 10月 11日 ( 水 ) ～ 13日 ( 金 )
●会　　場　RISCON会場内　特設ルーム
●定　　員　80名 ( 予定 )
●利用時間　60分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )
【利用料金】　165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　7月31日 ( 月 )



 警察関係
警察庁
　長官官房／刑事局／警備局／交通局／サイバー
　警察局／関東管区警察局／警察大学校／皇宮警
　察本部
警視庁
　総務部／交通部／刑事部／公安部／生活安全部
　／組織犯罪対策部／サイバーセキュリティ対策本
　部／科学捜査研究所
都道府県警察本部
　愛知県／神奈川県／京都府／熊本県／埼玉県／
　千葉県／栃木県／長野県／兵庫県／福井県／三
　重県／和歌山県
消防関係
総務省消防庁
　防災課／予防課／国民保護・防災部／消防大学 消 
　防研究センター
東京消防庁
　総務部／人事部／企画調整部／安全推進部／警
　防部／救急部／防災部／予防部／装備部／消防
　学校／消防正面本部（第一／第二／第三／第八／
　第九）消防署（足立／王子／大井／荻窪／葛西／
　蒲田／神田／清瀬／狛江／品川／渋谷／志村／
　城東／杉並／成城／世田谷／千住／立川／多摩
　／田園調布／中野／日本橋／深川／府中／丸の
　内／矢口／四谷）
各県市町村消防局／消防本部
　厚木市／市川市／市原市／伊奈町／印西地区／
　宇都宮市／浦安市／海老名市／小田原市／各務
　原市／柏市／上野原市／川口市／川越地区／川
　崎市／木曽広域／京都市／行田市／久喜市／児
　玉郡市／御殿場市・小山町／さいたま市／埼玉西
　部／埼玉東部／埼玉県南西部佐倉市八街市酒々
　井町／相模原市／座間市／静岡市／諏訪広域／
　仙台市／草加八潮／高松市／千葉市／長生郡市
　／天童市／徳島市／栃木市／長岡市／名護市／
　成田市／新潟市／野田市／蓮田市／東広島市／
　富士市／藤沢市／船橋市／松戸市／三郷市／八
　千代市／大和市／横須賀市／横浜市／吉川松伏
防衛省関係
防衛省
　大臣官房／統合幕僚監部総務／陸上幕僚監部／
　海上幕僚監部／航空幕僚監部／陸上自衛隊／海
　上自衛隊／航空自衛隊／情報本部／自衛隊情報
　保全隊／自衛隊サイバー防衛隊／防衛大学校／
　防衛研究所／北関東防衛局
防衛装備庁
　長官官房／プロジェクト管理部／調達事業部／次
　世代装備研究所
政府関係
内閣官房
　内閣情報調査室／内閣サイバーセキュリティセン
　ター／内閣官房副長官補室
内閣府
　防災担当／原子力防災担当
デジタル庁
　国民向けサービスグループ
法務省
　大臣官房／矯正局／出入国在留管理庁／横浜刑
　務所／千葉刑務所／東京拘置所／立川拘置所／
　横浜拘置支所
外務省　　　　　　　　  大臣官房
財務省
　大臣官房／関税局／関税中央分析所／東京税関
　／横浜税関
文部科学省　　　　　　  研究開発局
厚生労働省　　　　　　  老健局
農林水産省　　　　　　  農村振興局
経済産業省　　　　　　  資源エネルギー庁
国土交通省
　大臣官房／都市局／航空局／東北地方整備局／
　関東地方整備局／関東運輸局
気象庁
　情報基盤部／横浜気象台
海上保安庁
　総務部／警備救難部／海洋情報部／第三管区
環境省
　原子力規制委員会／原子力規制庁
衆議院事務局　　　　　  警務部
東京都関係
東京都
　政策企画局／総務局／財務局／生活文化スポー
　ツ局／産業労働局／建設局／水道局／下水道局
　／監査委員／中央卸売市場
区市町村
　荒川区／江戸川区／大田区／葛飾区／北区／江
　東区／狛江市／品川区／新宿区／杉並区／世田
　谷区／台東区／立川市／多摩市／千代田区／豊
　島区／中野区／八王子市／町田市／港区／武蔵
　野市／目黒区
自治体関係
道府県
　秋田県／岩手県／神奈川県／熊本県／埼玉県／
　静岡県／千葉県／栃木県／長野県／福島県／山
　形県
区市町村
　厚木市／稲敷市／宇都宮市／大網白里市／大井
　町／大村市／加賀市／各務原市／掛川市／鎌ケ
　谷市／亀山市／茅野市／川口市／川崎市／郡山
　市／越谷市／小松市／栄町／佐倉市／三田市／
　島田市／清水町／諏訪市／瀬戸市／草加市／つく
　ば市／つくばみらい市／都留市／豊橋市／取手市

　／流山市／習志野市／成田市／新潟市／二宮町
　／野田市／蓮田市／秦野市／東広島市／藤沢市
　／船橋市／松戸市／南足柄市／室蘭市／八潮市
　／大和市／横浜市／横浜市港南区／横浜市鶴見
　区／横浜市緑区／米沢市／和光市
関係機関・団体
神奈川県都市整備技術センター  総務部事業推進課
カナダ大使館　　　　　  管理部
消防試験研究センター　  企画研究部
情報通信研究機構 　　     総務部総務室総務グループ
東京都看護協会　　　　 危機管理室
東京都公園協会　　　　 公園事業部事業管理課
東京都住宅供給公社　　 技術開発管理課
東京防災救急協会　　　 総務部企画課
日本消防協会　　　　　  総務部企画
日本消防設備安全センター  企画研究部国際業務課
民間企業（業種別）
製造業
アサヒグループジャパン    総務部
アズビル　　　　　　　  総務部
出光興産　　　　　　　 モビリティ戦略室
エスビー食品　　　　　  管理サポートグループ
ENEOS　　　　　　　　 危機管理部、環境安全部
エバラ食品工業　　　　  総務部総務課
カゴメ　　　　　　　　  総務部
クボタ　　　　　　　　  東京総務部
クレハ　　　　　　　　  総務部
明治ホールディングス　   リスクマネジメント部
月桂冠　　　　　　　　  物流部
鴻池運輸株会社　　　　 製銑原料
神戸製鋼所　　　　　　 総務・ＣＳＲ部
ゴールドウイン　　　　   総務
サッポロビール　　　　  総務部
サントリーホールディングス  リスクマネジメント本部/総務部
シード　　　　　　　　 ＤＸ推進部
JSP　　　　　　　　　    危機管理室
JFEスチール　   　　　　  本社
住友重機械工業　　　　 総務本部
セガサミーホールディングス   リスクマネジメント部
積水化学工業　　　　　 法務部総務グループ
積水樹脂　　　　　　      事業戦略部
ソニーグループ　　　　  HQ総務部
ソニー・ミュージックエンタテインメント  品質管理部
ダイオーミウラ　　　　    企画開発本部
ダイフク　　　　　　　   人事総務部
TDK　　　　　　　　　  総務本部
テルモ　　　　　　　　 内部統制室
デンカ　　　　　　　　  法務部
東亜工業　　　　　　　 住宅事業部
東罐興業　　　　　　　 総務部
東洋製罐グループホールディングス  グループ技術戦略室
東洋紡　　　　　　　　 技術総括部
東レ　　　　　　　　　  機能製品事業部
トーヨーカネツ　　　　   コーポレート本部人事総務部
トヨタ自動車　　　　　   プラント・環境技術部
鳥居薬品　　　　　　　 人事総務部
永谷園　　　　　　　　 業務用営業部
ニコン　　　　　　　　  先進技術開発本部
日産自動車　　　　　　  危機管理室
日清製粉グループ本社　  総務本部　総務部
日清紡ホールディングス    新規事業開発本部
ニフコ　　　　　　　　  総務部事務課
日本ガイシ　　　　　　  総務部
日本原燃　　　　　　　  核物質管理部
日本発条　　　　　　　  企画管理本部総務部
日本飛行機　　　　　　  企画本部人事総務部
ハイセンスジャパン　　   先端技術総合研究所
ハウス食品　　　　　　  ユーザーソリューション開発部
パナソニック　　　　　   ソリューション開発本部
パナソニックホールディングス  テクノロジー本部
林テレンプ　　　　　　  総務部関東総務課
日立製作所　　　　　　 インダストリー人事総務本部
不二製油グループ本社      生産性推進グループ リスクマネジメントチーム
富士電機　　　　　　　 人事・総務室危機管理部
ブリヂストン　　　　　    品質保証部
ベルテクスコーポレーション 経営企画本部事業戦略グループ
堀場製作所　　　　　　 管理本部
本田技研工業　　　　　 総務人事管理部
ミサワホーム　　　　　  人事総務部総務課
三井E&Sホールディングス    人事総務部環境安全室
ミツトヨ　　　　　　　    総務部経営支援課
三菱重工業　　　　　　 ＨＲ戦略部グローバル支援グループ
明電舎　　　　　　　　 ガバナンス本部内部統制推進部
森永製菓　　　　　　　 チャネル開発担当
矢崎総業　　　　　　　 危機管理部
山櫻　　　　　　　　     法務・マネジメントシステム室
ライオン　　　　　　　   研究開発本部先進解析科学研究所
LIXIL　　    　　　　　　 リスクマネジメント推進室
理研ビタミン　　　　       総務部
リンテック　　　　　　    サステナビリティ推進室
ロッテ　　　　　　　　  リスク管理委員会事務局
YKK AP　　　　　　　　リスクマネジメント統括室
卸売/小売業/商業施設
イオン　　　　　　　      総務部
伊藤忠商事　　　　　　 情報・通信部門企画統轄課
いなげや　　　　　　      総務部
ENEOSフロンティア　　    総務部
カインズ　　　　　　　  総務部災害対策グループ
兼松コミュニケーションズ   総務部
島忠　　　　　　　　　 総務部
住友商事　　　　　　     災害・安全対策推進部
西友　　　　　　　　　 ガバナンス本部リスク・コンプライアンス部

セブン＆アイ・ホールディングス   総務部
セブン－イレブン・ジャパン  リスクマネジメント室
高島屋　　　　　　　　 総務本部総務部
東京ドーム　　　　　　  リスク管理部保安グループ
東武ストア　　　　　　   店舗企画部
東武百貨店　　　　　　 安全管理部
TOKAI　　　　　　　　  東京本社保安工事部
ニッセンホールディングス   法務・リスク統括部
ニトリホールディングス　 法務室
日本生活協同組合連合会   総合マネジメント部
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス       リスクマネジメント本部危機管理部
富士薬品　　　　　　　 総務部
ベイシア　　　　　　　  リスク対策室
松屋　　　　　　　　　 環境マネジメント部施設管理課
マルイファシリティーズ　 安全管理部
マルエツ　　　　　　　  総務本部
三菱倉庫　　　　　　　 企画業務部
ヤナセ　　　　　　　　  総務部総務課
ユアサ商事　　　　　　  総務部
良品計画　　　　　　　 ソーシャルグッド事業部
交通・ライフライン・運輸
朝日航洋　　　　　　      事業推進部みらい創造室
ANAホールディングス　   DX室
ANAエアポートサービス   安全推進部
SBSホールディンス     　　CSR推進部、総務部
関西電力　　　　　　　 技術研究所
京王電鉄　　　　　　　 総務・危機管理部
京浜急行電鉄　　　　　 鉄道本部安全推進部
佐川急便　　　　　　　 CSR推進部
ジェットスター・ジャパン   人事本部総務
JERA　    　　　　　　　 総務部総務ユニット
首都高速道路　　　　　 保全・交通部
商船三井フェリー　　　   管理部
セイノースーパーエクスプレス   総務部総務課
全日本空輸　　　　　      総務部リスクマネジメントチーム
東海旅客鉄道　　　　　 総務部総務課
東京ガス　　　　　　      デジタルイノベーション戦略部
東京地下鉄　　　　　　 安全・技術部
東京電力HD　　　　　    防災安全・品質G
東武鉄道　　　　　　　 総務法務部
東北電力　　　　　　　 原子力本部
中日本高速道路　　　　 施設・交通技術課
成田国際空港　　　　　 施設保全部
西日本旅客鉄道　　　　 ガバナンス推進本部（危機管理）
日本貨物鉄道　　　　　 リスク統括本部危機管理部
日本航空　　　　　　　  安全推進本部
東日本高速道路　　　　 管理事業本部交通部交通管理課
東日本旅客鉄道　　　　  安全研究所
日の丸自動車興業　　　  グループコンプライアンス統括部
広島国際空港 　　　　　運用本部　運用企画部
丸運　　　　　　　　　 総務部
三井倉庫ホールディングス  法務総務部
ヤマト運輸　　　　　　 法務・リスクマネジメント部
郵船ロジスティクス　　   人事総務部
ワールドスタッフィング　 安全衛生推進グループ
情報通信
アイネット　　　　　　   リスクマネジメント部
あいホールディングス　   経営戦略本部
NTTコミュニケーションズ  危機管理室
NTT東日本　　　　　　  東京事業部設備部災害対策室
NTTファシリティーズ　　 研究開発部
KDDI　　　　　　　　    総務部、運用管理部、事業企画部
シーエーシー　　　　　 総務グループ
GMOグローバルサイン・ホールディングス  総務グループ
スカパーJSAT　　　　　 経営管理部門経営企画部
Zホールディングス　　　グループ・リスクマネジメント部
東映　　　　　　　　　不動産戦略部技術室
日本総研情報サービス　 業務統括部
日本電気　　　　　　　 都市インフラ統括部門
日本電信電話　　　　　 総務部門　総務担当
ビッグローブ　　　　　  コーポレート本部総務部
富士通　　　　　　　　 ナショナルセキュリティ事業本部
富士通Japan　　　　　  総務統括部
USEN-NEXT HOLDINGS　 コーポレート統括部情報システム部
ユニアデックス　　　　   グローバルビジネス統括部
ロイヤリティマーケティング  総務・情報システム部
建設業/不動産/ディベロッパー
朝日建物管理　　　　     首都圏事業部
アジア航測　　　　　      社会インフラマネジメント事業部
イオンモール                       総務部
エイブルホールディングス  危機管理室
エクシオグループ　　　   危機管理室
大林組　　　　　　　　 設備部
鹿島建設　　　　　　　 総務部
関電工　　　　　　　　 総務法務部
京都駅ビル開発　　　     管理部保安課
空港施設　　　　　　　サステナビリティ推進部
グローブシップ　　　　   安全品質推進部
京王設備サービス　　　 安全品質管理部
サンシャインシティ・ビルマネジメント  施設管理2部
清水建設　　　　　　　 総務部
世界貿易センタービルディング  シンクパーク事業部
大成建設　　　　　　　 耐震推進室
大東建託　　　　　　　 総務部
竹中工務店　　　　　     レジリエンスソリューション推進室
東急　　　　　　　　　 社長室総務グループ
東急建設　　　　　　　 管理本部総務部
東急不動産　　　　　     総務部
東京不動産管理　　　　 業務推進部
東宝ファシリティーズ　　リスク管理部
東洋エンジニアリング  　 危機管理室
都市再生機構　　　　　リノベーション設計部

那覇空港ビルディング　   施設部施設課
西日本プラント工業　　   事業開発本部
日揮グローバル　　　　  知的財産部
日本道路　　　　　　　 技術研究所
長谷工コーポレーション   プロジェクト推進部
桧家住宅　　　　　　　 検査課
三井不動産　　　　　　ホテル・リゾート本部
三井不動産ホテルマネジメント   事業推進本部施設管理部
三菱地所　　　　　　     総務部
三菱地所コミュニティ　    業務推進部防災推進室
森ビル　　　　　　　     商業施設事業部
医療・福祉
池上長寿園　　　　　     経営本部リスク管理・監査室
医親会　　　　　　　　 開発支援室
鎌ヶ谷総合病院　　　　 地域医療連携室
がん研究会有明病院　　 総務部総務課
杏林大学医学部付属病院  高度救命救急センター
済生会宇都宮病院　　　 事務部
佐野医師会病院　　　　 事務部
賛育会賛育会病院　　　 総務課
昭和病院　　　　　　　 事務局業務課
新久喜総合病院　　　　 看護部
新百合ヶ丘総合病院　　 救急センター
秦和会秦野病院　　　　 事務部
青溪会駒木野病院　　　 事務部総務課
誠心会神奈川病院　　　 事務部
清心会至聖病院　　　　 事務管理部
SOMPOケア　　　　　    管理部
長寿栄光会　　　　　　 事務局
鉄道弘済会　　　　　　 総務部総務グループ
テルウェル東日本　　　   介護事業本部
同愛会熊谷外科病院 　    事務部
東京医科歯科大学病院　 救命救急センター
東京医科大学八王子医療センター  総務課
東京医科大学病院　　　 総務課
ニチイホールディングス   管理本部総務部
日産厚生会介護老人保健施設佐倉ホワイエ  総務課
日本赤十字社　　　　　 救護・福祉部
日本老人福祉財団佐倉ゆうゆうの里   管理事務所施設維持担当
豊徳会介護医療院 東京多摩病院  事務室
松沢病院　　　　　　　 総務課総務グループ
学校・教育機関
東京経済大学　　　　　 総合企画課
東京農業大学　　　　　 大学総務課
南山学園 聖園女学院高等学校・中学校  施設管理
日本大学　　　　　　　 総務部
日本薬科大学　　　　　 庶務課
武蔵野大学　　　　　　 総務課
サービス・金融・コンサルタント
あいおいニッセイ同和損害保険   総務部危機管理グループ
朝日信用金庫　　　　　 総務部
アパグループ　　　　　  リスク管理室
伊藤忠エネクス　　　　  保安部
SBI証券　　　　　　　   社長室
小田急ビルサービス　　 総務部
オリエンタルランド　　    CS推進部、セキュリティ部
オリックス生命保険　　   総務部
共立メンテナンス　　　  施設管理部
国際航業　　　　　　　防災環境事業部
JTB 　　　　　　　　  総務企画チーム
ジュピターショップチャンネル  総務部管理本部
新生銀行　　　　　　　 グループ総務部
生活協同組合パルシステム東京  総務部総務課
SOMPOホールディングス  事業管理部
ダイナム                                リスク管理部
ダスキン　　　　　　　  事業開発部
千葉興業銀行　　　　　 総務部
東京海上日動火災保険     DX推進部
東京国際フォーラム　　   管理部
トヨタモビリティサービス  総務部
日本マクドナルド　　　   危機管理部
ニュー・オータニ　　　    内部統制推進室
野村信託銀行　　　　　 人事総務部危機管理統括室
パスコ　　　　　　　　 経営戦略本部災害対策部
パソナ　　　　　　　　 パブリック事業部
バンダイナムコエンターテインメント  総務
富士産業　　　　　　　 危機管理部
藤田観光　　　　　　　 総務グループ
富士フイルムシステムサービス  デジタル戦略推進部
ホテルグランヴィア岡山   総務部リスク管理室
三井住友海上火災保険　 総務部危機管理チーム
三井住友銀行　　　　　 管理部
三井住友信託銀行　　　 総務部
三菱UFJ銀行　　　　　  総務部
明治安田生命相互会社　 総務部
ゆうちょ銀行　　　　　   総務部危機対策室
横浜銀行　　　　　　　リスク管理部
横浜八景島        　　          管理部
吉野家ホールディングス   グループ管理本部総務
楽天グループ　　　　　 リスク管理部
町会・自治会・マンション管理組合
鷺沼ライラック管理組合   防災担当
シティタワーズ東京ベイ 管理組合  防災担当
世田谷区桜町会　　　　防災部
高舟台自治会自主防災組織  事務局
Wコンフォートタワーズ災害協力隊  執行部
東京都中央区湊一丁目町会  防災部
習志野駅前町会　　　　 防災部
新座市防災組織連絡協議会  防災担当
八王子市めじろ台2丁目町会  防災部
春路自治会　　　　　　自主防災会
ルネ・ベイグランデ管理組合  防犯防災自治委員会

(順不同)

＊前回(2022年)の主な来場者危機管理産業展2023 主要来場者の実績
＊



前回(2022年)出展者一覧 (社名50音順、※は共同出展者)危機管理産業展2023
あ
アイコム
アイテックス
i-PRO
アキレス
足立織物
アンリツ
イーストアイ
イー・ダブリュ・エス
移動無線センター
医療・健康社会研究所
インプレス
WIZ
右川ゴム製造所
ウチヤマコーポレーション
　※東洋コルク
エアロファシリティー
エィアンドエィティー
エイブル山内
　※日本エンコン
A.L.I. Technologies
エジソンハードウェア
SIP「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」
エスアンドカンパニー
エミック
エルピーガス振興センター
オーシャンブリッジ
オーストリッチインターナショナル
大原鉄工所
ALL LINKAGE
オルテック
オンリースタイル
か
拡張現実防災普及
舵社/日清紡ホールディングス
川崎重工業
カワサキモータース
カワハラ技研
関西ペイント
気象庁
キヤノンITソリューションズ
玉鳥産業
緊急地震速報利用者協議会
　※ANET
　※JEFコムサービス
　※ストラテジー
　※チャレンジ
近代消防社
QUADRA PLANNING
クマヒラ
クリロン化成
KMTec
KEiKAコーポレーション
警備保障新聞新社
警備保障タイムズ
高知県産業振興センター
　※丸英製紙
　※三昭紙業
　※高階救命器具　高知工場
　※タナカショク
　※マシュール
ゴールドウイン
コーワテック
コンビウィズ
さ
埼玉通商
サイテックス
サイトロンジャパン
在日米国大使館
坂謙
櫻護謨
佐々木電機本店

　※LRテクノジャパン
　※CSR
　※アピオン
佐野機工
サポートマーケティングサービス
サンエナジー
三洋
三和エナジー
　※大同井本エナジー
　※ヒラオカ石油
シーエープラント
Seerist
ジェイウィン
JX通信社
JDRONE
ジェーピージェネレーターズ
JERA
重松製作所
四国紙販売
静岡県防災用品普及促進協議会
　※静岡県
　※ふじのくに静岡防災事業協同組合
自治体DX白書
芝浦電子工業
昭電
庄の屋
シンクロアイズ
神鋼造機
スカイネットワーク
スズシゲ
Spectee
スリーディー
スリーライク
スリーライク
セキュリティ産業新聞
セキュリティスペシャリスト協会
世田谷工業振興協会
Seven Seas Planet
全国警備業協会
センチュリー
Soilook
総合サービス
総務省 消防庁
ソフトバンク
た
大学産業
TASKMATE
塚本
堤サッシュ工業
TD衛星通信システム/東洋電装 高速道路システム事業
帝健
帝国繊維
テクノグリーン販売
テレネット
東京アールアンドデー
東京国際消防防災展2023
国立大学法人 東京大学
東京電機
東京都中小企業振興公社
　※アールシーソリューション
　※アクシス
　※イーコース
　※イートラスト
　※イガラシ
　※イルカカレッジ
　※ウオールナット
　※エヴィクサー
　※NCCコンサルティング
　※海洋先端技術研究所
　※金澤製作所
　※ガリレオ 
　※カルモア

　※コデン
　※札幌施設管理
　※三和商事
　※Spectee
　※大幸紙工
　※デザインアンドイノベーション
　※テレネット
　※テレパワー
　※トーコン
　※トップウォーターシステムズ
　※トライポッドワークス
　※トラジェクトリー
　※ニッソク
　※日本マルチメディア・イクイップメント
　※白山工業
　※ビーテクノシステム
　※マイクロテック
　※リアルワールドゲームス
　※ワールドフュージョン
東洋工学
トーハツ
トーヨーセフティー
特殊電機
トリイデザイン研究所
な
ナカネ
ナスクインターナショナル
新潟県／公益社団法人中越防災安全推進機構
ニシヤマ
日本海洋
日本信号
日本災害食学会
　※アルファー食品
　※エア・ウォーター
　※尾西食品
　※亀田製菓
　※カゴメ
　※健康ビジネス協議会
　※サタケ
　※鈴廣かまぼこ
　※セイシン企業
　※大東カカオ
　※ハウス食品
　※ホリカフーズ
日本総合施設
　※住友商事マシネックス
　※ジェドスタイル
日本耐震設計
日本デジコム
日本トイレ研究所 災害用トイレ普及・推進チーム
日本保安用品協会
日本防災士会
　※日本防災士機構
　※防災士研修センター
日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）
日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
ネクセライズ
能美防災
は
ハート電機サービス
パナセア
浜口ウレタン
パロンゴ
阪神素地
阪神交易
BIPROGY
ビュージックス コーポレーション
ファクトリーゼロ
ファロージャパン
ブイキューブ
福島県廃炉・災害対応ロボット研究会
　※イームズロボティクス

　※日本遮蔽技研
　※大同信号
　※ロボデックス
　※NESI
　※日本工機
富士グローブ
船山
ブラック・ユニバース・エンティティー
古川エージェンシー
古野電気
フロムハート
防衛省　航空自衛隊
防災安全協会
　※ホタルクス
　※アンカー・ジャパン
　※タカラ
　※ハタヤリミテッド
　※アルファフーズ
　※奥村印刷
防犯防災総合展2023
ホーチキ
北陸ウェブ
ボレー・ブランズ・ジャパン
本郷ベース
ホンダパワープロダクツジャパン
ま
まいにち
マクセル
マクニカ
　※アナログ・デバイセズ
まちかど防災減災塾
　※河村工業
　※オーディックス
　※アスプラウト
　※ミリオンズ
　※サンアート・クリエイト
　※カイデア
　※国重・ライティング
ミヤサカ工業
MIRAI-LABO
みるくる
ムラカミ
メッツ
メテックス
モバイルクリエイト
や
矢崎化工
やまぐち産業振興財団
　※ちふりや工業
　※ニュージャパンナレッジ
　※日進工業
山本光学
山本商事
　※萬友商事
余合ホーム&モビリティ
横田瀝青興業 
ら
ライカジオシステムズ 
ラサ工業
　※森村商事
　※木村化工機
　※東京工業大学
ルミテック日本
Resilire
レッツ・コーポレーション
わ
和光機械工業
海外
CORNERS
SALTO Systems
Vueron Technology




