
令和 2 年１ ０ 月 6 日 

RISCON TOKYO 事務局 

プレスリリース 

 

 

 

 

株式会社東京ビッグサイトが 16 回目となる「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2020」

を開催しますのでお知らせします。 

 

 

 

展示会公式Webサイト https://www.kikikanri.biz/riscon.html 
 

＜開催概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RISCON TOKYOは、「防災・減災」、「事業リスク対策」、「セキュリティ」の

3分野を柱に展開しており、喫緊の対策が求められるテーマ（大規模災害対策、

新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）対策等）を設けて、様々な情報

発信に取り組みます。 
 

＜本件に関する問い合わせ・取材のお申込み＞ 

危機管理産業展事務局  井上・浅沼・竹茂・高橋 

 電話：03-3503-7641 FAX： 03-3503-7620 E-mail： ofc@kikikanri.biz 

 

（防災・防犯、感染症対策含むリスク管理の総合展示会） 

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のため、十分な対策を実施いたします。 

↓ 本展示会の新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応指針はこちら ↓ 

https://www.kikikanri.biz/company/pdf/covid-19_guideline.pdf 

※完全事前来場登録制の導入、展示ホール内の通路幅の確保（３ｍ以上）、検温等の 

各種取組を実施します。 

※来場の皆様にはマスクの着用をお願いします。また「東京版新型コロナ見守りサービス」 

および「厚生労働省新型コロナ接触確認アプリ」の積極的なご活用をお願いします。 

 

会  期   2020 年 10 月 2１日(水)～２３日(金) 10 時～17 時 
会  場   東京ビッグサイト 青海展示棟 A・B ホール 
主  催   株式会社 東京ビッグサイト 
特別協力   東京都 
出展者数   ２２２社 3４６小間（共同出展含む、１０月５日現在） 
来場者数   12,000 名（予定。３日間開催）  
入 場 料   無料（完全事前来場登録制）             

↑事前来場登録受付中↑ 

https://www.kikikanri.biz/riscon.html
mailto:ofc@kikikanri.biz
https://www.kikikanri.biz/company/pdf/covid-19_guideline.pdf


 

特別テーマとして「感染症対策」にフォーカスし、新型コロナウイルス感染症対策などに関

する最新の製品やサービス・ソリューションを展示し、最新の情報提供を実施します。 

ＲＩＳＣＯＮ 展示カテゴリーと主な出展製品 

＜危機管理産業展 2020 特別テーマ＞ 

差し迫る喫緊の課題を「特別テーマ」に設定。展示とセミナープログラムを連動。 

①防災・減災ゾーン       『避難所運営・資機材』 

②事業リスク対策ゾーン     『感染症対策』 

①防災・減災ゾーン ～災害に備える～                

★避難所運営・資機材：段ボール製間仕切り、非常用圧縮毛布・タオルケット 

 

◇新規主催者企画「避難所感染症対策エリア」を設置。 

避難所における新型コロナウイルス感染症対策などを集中展示します。 

 

■地震・津波・火山対策：緊急災害情報無線機、緊急地震速報受信機、防水ドローン、水陸両用車、 

噴石対策用シェルター など 

■防火・大規模火災対策：粉じん火災・粉じん爆発防止装置、投下型消化ボール など 

■避難・救助・救急医療：災害救助用手袋、救難信号用発煙筒、水害対策用レスキューボート、 

人命救助工具セット、多言語誘導表示盤、非常用圧縮毛布、 

   非常用 LED ランプ、救助用汎用ブリーチングキット など 

■備 蓄 品 ・ 非 常 食 ：防災備蓄プラットフォーム、備蓄用ゼリー、非常用トイレセット、 

ポータブル蓄電池、携帯用浄水器、携帯用保温用シート など 

■国土強靭化・重要インフラの機能維持：小型非常用発電装置、無停電電源装置、ポータブルバッテリー、 

屋外型UPS など 

■災害対策ロボット・ドローン・ビークル：電動船外機、多用途四輪車 など 

■自治体・団体・機関・防災製品・サービス ：ソーラー避難誘導塔、デジタル MCA 無線機 など 

■そ の 他 災 害 対 策 ：自給式呼吸器、減災用土のう保管ボックス、非常用電源、 

エアーフレームテント、放水資機材、レスキューツール など 

 

②事業リスク対策ゾーン ～自治体・企業のあらゆるリスクを考える～         

★感 染 症 対 策：救急感染防止衣、簡易洗身装置、体調スクリーニングゲート など 

 

■BCP・BCM 策定運用：安否確認サービス、危機管理研修、移動電源車 など 

■環 境 リ ス ク 対 策：耐環境型ポータブルクーラー など 

■その他リスク対策：クロノロジー型危機管理情報共有システム、熱中症対策商品 など 

 

 

③セキュリティゾーン ～防犯対策を網羅する～          

■監視・警戒システムカメラ：極耐久性カメラシステム、環境察知画像処理システム、防振双眼鏡、 

サーマル暗視スコープ、フルカラーナイトビジョン など 

■防犯対策・盗難対策：耐切創系防刃装備、防犯アイテム など 

■警備サービス・特殊装備：米国製特殊装備、光学器機 など 

 

 

  



 

危機管理産業展（RISCON TOKYO）は、「防災・減災」「事業リスク対策」「セキュリティ」

の主要 3 分野に加えて、テーマ性を持った特別併催企画と「テロ対策特殊装備展

(SEECAT)」で構成しております。 

 

 

 

特 別 併 催 企 画 

■＜新企画＞「緊急時ライフライン確保」  ～生活と事業を守る電気・エネルギーの確保と情報発信・通信～  

 ますます激甚化する気象災害、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震。ライフラインの途

絶は生活や事業の停止に直結し、二次被害を起こす恐れもあります。災害などの緊急時に生活

を守り、事業を継続するために必要な「電気・エネルギー」や「情報発信・通信」を確保する

ための製品・サービスが集結する注目エリアとなります。 

出展内容：停電対策・非常用電源、生活用水や燃料の確保、情報収集・発信機器など 

 

 

■＜リニューアル＞「気象災害リスク対策サミット」～気象災害対策と気象データを活用したリスク対策～  

 台風やゲリラ豪雨、雷、暴風、猛暑対策などの「災害対策」に加え、気象データを活用したさまざ

まな「リスク対策」までを 網羅した『気象』に特化した特別併催企画。『気象』をキーワードとし

た製品・サービスなどが一堂に集う注目の展示エリアとなります。 

※企画協力：気象ビジネス推進コンソーシアム（気象庁） 

出展内容：気象災害対策、気象測器・関連機材、気象データを活用したリスク対策ソリューションなど 

 

 

■「PPE・労働安全フェア」          ～PPE(個人用防護具)、労働安全対策、働き方改革～ 

製造工場、工事現場、医療現場、災害や事故現場など、危険が伴う現場では労働災害から働く

人を守ることが第一に求められています。また、働き方改革の一環としても現場作業環境の改

善が必要とされています。PPE・保安用品（防護具、マスク、手袋、墜落防止器具など）のほ

か、働く人の安心・安全・快適を提案するさまざまな製品・サービスが集結します。 

※企画協力：公益社団法人日本保安用品協会 

出展内容：ＰＰＥ(個人用防護具)・保安用品、現場環境改善、働き方改革提案など 

 

 

特 別 併 催 企 画 展 

■国内唯一のテロ対策専門展 「テロ対策特殊装備展(SEECAT)'20」 

治安関係者・重要インフラ従事者向け限定。テロ対策に関わるハイスペックな資機材が集結。 

 

SEECAT の最新情報はこちらから⇒ www.seecat.biz 

 

各出展者の詳細情報はこちらから（キーワード検索も可能です） 

www.kikikanri.biz/search 

http://www.seecat.biz/
http://www.kikikanri.biz/search


 

主催者企画として、各注目ジャンルに関する企画展示を実施します。 

 

併 催 行 事/企画・サービス 

 

■【新規】避難所感染症対策エリア 

避難所では、従来の資機材に加え、新型コロナウイルス感染症対策が重要になっており、 

間仕切りなど新たに必要となった資機材を展示 

 

■首都東京の危機管理（東京都パビリオン） 関係各機関によるパネル・映像展示 

東京都総務局総合防災部、東京都都民安全推進本部、東京都産業労働局(サイバーセキュリ 

ティ担当)、東京都水道局、東京都下水道局、東京消防庁、(公財)東京都中小企業振興公社、自衛

隊東京地方協力本部 （順不同） 

 

■防衛省・東京消防庁による車両展示 

野外入浴セット、VR防災体験車、ほか災害時活躍する特殊車両など 

 

■危機管理実演・体験コーナー 

最先端のセキュリティ機器などによる、来場者参加型デモンストレーションの実施 

 

■【強化】オンラインマッチングシステム 

 ◆登録者は、課題や探している製品・サービスを RISCON 全出展者に提案募集ができるほか、 

さまざまな検索条件でヒットした出展者に個別に資料請求や問い合わせ、商談申込ができ 

るシステム。会期前後一ヶ月間利用可能。 

①来場者リクエスト・提案募集 

 お探しの製品や抱えている課題などを登録すると、貴社の条件にあった出展者から課題 

解決提案メールが届く。出展者の商材情報を確認して、資料請求やマッチングの申し込み 

が出来る。 

②出展者検索・マッチング申込 

 ソリューション別検索、出展カテゴリー別検索、見どころ検索、フリーワード検索などの 

 各種検索によりヒットした出展者に、いつでもアプローチすることができる。 

  ③登録者限定！主催者セミナーのオンライン視聴 

   セミナー開催日以降に順次オンラインへ動画公開予定。 

オンライン視聴は一部セミナーのみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

感染症対策、防災・減災、セキュリティなど、展示テーマと連動したセミナーを開催。 

国内の最前線で活躍する専門家による最新情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

危機管理セミナー ※敬称略 

１．基調鼎談 10月 21 日(水) 11:00 ～ 12:00  青海展示棟 Bホール セミナー会場 B 

◆新型コロナが狂わせた世界情勢と日本のこれから 

 
【ゲ ス ト】 興梠 一郎 神田外語大学 教授 現代中国論 

         河野 克俊 前統合幕僚長 

【ホ ス ト】 志方 俊之 帝京大学 名誉教授 
 

2．基調講演 10 月 21 日(水) 13:00 ～ 14:00  青海展示棟 Bホール セミナー会場 B 

◆新型コロナウイルス感染症対策の今とこれから 

 
【講 師】 濱田 篤郎 東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授 

 

3．気象災害対策 10月 21 日(水) 14:00 ～ 15:00 青海展示棟 Bホール セミナー会場 C 

◆風水害から命を守るために 
 

【講   師】 坪井 嘉宏 気象庁 予報部 予報課 気象防災推進室 
 

4．BCPセミナー 10月 22 日(木) 13:30 ～ 15:00 青海展示棟 B ホール セミナー会場 C 

◆「中小企業の実効性のある BCP とは」 

～大規模自然災害(地震・風水害)と新型ウイルス感染症を踏まえて～ 
 

【講   師】 髙橋 孝一 SOMPO リスクマネジメント（株） 

首席フェロー（リスクマネジメント） 

【主   催】 東京都中小企業振興公社 
 

5．特別セミナー 青海展示棟 Bホール セミナー会場A～C 

◆感染症対策 ：事例から学ぶ「検証」の重要性 

◆防災・減災 ：国土強靱化に関する最近の取組み 

◆防災・減災 ：消防防災分野における研究開発及び新型コロナウイルス感染症対策について 

◆事業リスク ：巨大複雑系である土壌微生物生態系の危機管理から学ぶ 

◆セキュリティ：ソフトターゲットに対する取り組み 

◆セキュリティ：安全対策セミナーH.E.A.T. (r) short version 『S.T.S.』2020 

◆ライフライン：スーパー台風に対する安心・確実な対応を実現するSIP技術の活用 

◆ライフライン：災害時における電動車の活用について 

◆気象災害対策：気象災害のリスクマネジメント －顕在化する気候変動を踏まえて- 

◆労働安全  ：熱中症対策と保安用品 

◆サイバーセキュリティ：情報セキュリティ10大脅威2020  
 

毎回ご好評をいただいているセミナーは、わが国を代表する危機管理の専門家が集まり、国家の危機管

理から行政・民間企業の防災・減災やセキュリティ対策への取り組み、BCP（事業継続計画）対策ま

で、さまざまなテーマにて実施。聴講はすべて無料です。 

※最新情報は公式WEBサイトにてご確認ください。⇒ www.kikikanri.biz 

 


