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ご挨拶
センサをはじめとした要素技術は時代のニーズに応じて進化を続けています。
これら技術の普及・発展により高度な情報の可視化・収集・蓄積・分析・提案が可能になり、
あらゆる産業の DX 化が現実味を帯びてきました。
次世代の「DX 社会の実現」に向けて、あらゆる産業・業種の要素技術に関わる方々の
“つながり”が生まれる場を目指す「SENSOR EXPO JAPAN」は、激しく変動する社会・
ビジネスに対応し、さらなる連携・交流を創出する展示会へ進化していくことが求められ
ています。
本展は、DX 社会の発展に欠かせないセンサをはじめとした電子部品やデバイスから完成
品、実装される装置、それらを活用するサービスなどの、先進的な製品・技術・情報を集め
ると同時に、次世代につながる最新のテクノロジーを発信いたします。
また、現場の課題解決、知識習得、研鑽につながる関連セミナーを開催し、関係者を広く誘致、あらゆる立場の方々の交流を促し、
「DX 社会」を横断的に考える機会を提供することで、産業全体の活性化を側面から支援いたします。
一方で、
「SENSOR EXPO JAPAN」のメインテーマである「センサ・センシング技術」を主導的に活用した展示会を行い、
社会や人々の暮らしがいかに豊かにできるのかを提示・提案するだけでなく、
「システムの中心技術であるセンサ」をより具体的に
表現し、伝えることをこれまで以上に取り組んでまいります。
皆様におかれましては、この機会に是非、貴社技術・製品の PR、商談、新たな価値づくりの場として、ご賛同・ご出展をいただきたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。

  開催概要
名

称

開催趣旨
開催基本方針

SENSOR EXPO JAPAN 2022（センサエキスポジャパン）
「センシング技術」

と「見える化」をテーマとしたビジネス創出のための、人・技術・情報が一同に会する展示会を目指し、
社会発展と各産業の課題解決を目的とする、次世代につながる「DX 時代」の実現に貢献します。
①「センサ・センシング技術」を主導的に活用した展示会を行い、より具体的に表現し、伝える空間へ
② センサに関する製品を展示するだけでなく、テクノロジーを活用した社会や暮らしを提案する空間へ
③ 直近の商談獲得を目指すだけでなく、未来の「価値」を披露・発信し、実現性を高める空間へ

会

期

2022年9月14（水）～ 16日（金）10:00 ～ 17:00

会

場

東京ビッグサイト 西ホール

入

場

無料（事前登録または招待状持参）

主

催

産経新聞社

同時開催
■ JIMA 2022

■土壌・地下水浄化技術展
一般社団法人土壌環境センター

（第11回総合検査機器展）

産経新聞社

一般社団法人 日本検査機器工業会

■第24回自動認識総合展

■地盤改良技術展

■S
 UBSEA TECH JAPAN 2022

■基礎工技術展

一般社団法人日本自動認識システム協会

特別協賛

一般社団法人次世代センサ協議会

特別協力

センシング技術応用研究会

（第5回海洋産業技術展）

産経新聞社
産経新聞社

■災害対策技術展

産経新聞社

■ INTERMEASURE 2022
（第30回計量計測展）

一般社団法人 日本計量機器工業連合会

産経新聞社

■ FORESTRISE 2022
（次世代森林産業展）
産経新聞社

  出展スケジュール
開催までのスケジュール予定（2022年）
5月31日（火）
出展募集締め切り
（順次請求書を
送付いたします）

7月
出展者マニュアル、小間レイアウトなどの
資料を送付いたします
広報宣伝活動
（案内状発送、WEB 更新、広告掲載など）

9月12日（月）
基礎装飾・
出展者搬入
（9:00 〜 18:00）

9月 13日（火） 出展者搬入（9:00〜18:00）
14日（水）

開場（10:00〜17:00）

報告書送付

15日（木） 開場（10:00〜17:00）
16日（金）

開場（10:00〜17:00）

12月末頃

撤去・搬出（17:00〜）

センシング技術の普及とこれからの社会の
発展に向けた連携・交流を創出
AI

分析・利用・制御
ビッグデータ
データの蓄積

デジタル化
データ変換・抽出等

ニーズ
プロセス産業システム
エネルギーバリューチェーン

公害環境計測システム
防犯・防災

機械産業システム

エレクトロニクス産業システム

ロボット・ドローン

医用・健康システム
高度道路交通システム

HEMS

統合型材料開発システム

スマート生産システム

自動車

地球環境情報プラットフォーム

農業システム

スポーツ

土木・建築システム

インフラ維持管理・更新
地域包括ケアシステム

スマートフードチェーンシステム

海洋船舶産業システム

出展対象

DX 社会を支える、センサをはじめとした電子部品や電子デバイスなどの
技術・製品などのテクノロジーを展示

センサ＆テクノロジー

このような出展者様をお待ちしております
❶ 電子部品やデバイス・モジュール等をアプリケーション別に展示したい。
❷ 特定の要素技術（テクノロジー）に焦点をあてた内容で展示したい。
❸ 現時点では、ターゲットが定まっていないデバイスや技術を展示したい。

出展要項（企業・団体様へのご要望）
●「出展対象」に基づき、出展資格を有するすべての企業・団体

出展対象
各種センサ
●光・電磁波 関連

（光センサ、赤外線センサ、放射線センサ、紫外線センサ、レーザセンサ、光電センサ、光ファイバセンサ、照度センサ、フォトダイオード など）

●機械・物理量 関連

（圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、回転センサ、変位センサ、衝撃センサ、ひずみセンサ、モーションセンサ、トルクセンサ など）

●温度・湿度・流体 関連 （温度センサ、湿度センサ、熱流センサ、流量センサ、レベルセンサ、密度センサ
●磁気・電流センサ

（磁気センサ、電流センサ

●化学・バイオ 関連

（ガスセンサ、イオンセンサ、匂いセンサ、味覚センサ

●生体 関連

（脳波センサ、脈波センサ

●画像センサ 関連

（イメージセンシング技術、スマートセンサ、リモートセンシング技術

●環境センサ 関連

（微粒子センサ、花粉センサ

●音波・超音波センサ

●タッチセンサ

など）

など）
など）

など）
など）

など）

● RFIDセンサ

●バーコードリーダー／ OCR

●センサフュージョン ●マイクロマシン・MEMS・NEMS ●アクチュエータ ●センサネットワークシステム・技術 ●センサ構成部材、部品、材料
●計測・制御・試験・検査関連機器、装置、システム

●電子機器

●通信デバイス・ネットワーク （RFID、NFC、Bluetooth Beacon、Zigbee、Wi-SUN、LPWA、Wi-Fi、5G、LTE
●ソフトウェア 関連

（AI、データ分析、情報処理アルゴリズム開発、制御、画像処理

●電磁波・EMC・ノイズ対策

●電池・電源

など）

など）

●その他

主な来場対象
●センサやセンシング技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者・マーケティング関係者
●設計・製造、生産、品質管理・検査、購買・資材などに従事する専門家または担当者
●あらたなセンサの活用を検討または情報収集を目的とする流通・サービス業、小売業、農林水産業、交通・通信・エネルギーなどの社会インフラ、医療機関、
政府機関の関係者など
●あらゆる産業・業種の DX を推進する担当者

●商社

●業界団体

●学術・研究・開発機関

●官公庁

●コンサルタント

●学生

申込締め切り

2022年5月31日（火）

  出展要項
Ａタイプ
■ 小間形態・装飾高さ制限

■ 出展小間規格

小間数

１小間＝9㎡（間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ2.7ｍ）
側壁・後壁のみ設置（角小間は側壁なし）

小間形態・装飾高さ制限

小間アレンジ

並列小間のみ（高さ：2.7ｍまで使用可能

芯々 2.97m

1 ～ 3小間

※但し、1ｍセットバックした部分のみ 4m
まで使用可能）

2.7m

原則独立小間のみ（高さ：5ｍまで使用可能）
6小間以上

※4面開放となります。
並列小間をご希望の場合は事務局までご
相談下さい。

芯々 2.97m

■ 出展料
特別協賛の法人会員 １小間 341,000円（税込）

一

般 １小間 407,000円（税込）

パッケージ装飾（別途有料）※詳細・申込については、出展者マニュアル（2022年7月末）にてご案内いたします。

COMPANY NAME

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

121,000 円（税込）

▲

1小間タイプ（間口3m ×奥行3m）

社名板（パラペット）／社名表示（黒・ゴシック）／受付カウンター：1台（W900× D450× H800）／床面カーペッ
ト／電気（FL28W：1灯、SP22W：2灯）／折りたたみ椅子：1脚／名刺受け：1個／ 1kW 分の電気幹線工事
費、使用料／コンセント：1個（アース付100V）

Ｂタイプ （一定装飾付き）

（1小間タイプ）

1社2小間まで

スポットライト

■ 出展小間規格
１小間＝間口2.0m ×奥行2.0m ×高さ2.7m

■ 出展料

社名板

EXHIBITORʼ S NAME

一定装飾付き（角小間は側壁なし）
2.7m

※出展料、簡易装飾込み
コンセント

特別協賛の法人会員 １小間 209,000円（税込） 一

般 １小間 231,000円（税込）

出展料に含まれるもの： 間口2.0m ×奥行2.0m の展示スペース、間仕切り（後壁、側壁1m）
、社名板、カーペッ
ト、展示台：横幅1.0m ×奥行1.0m ×高さ0.8m、引き戸ユニット（鍵ナシ）
、スポットライト：22W ×1、コ

展示台
芯々
1.98m

カーペット
芯々 1.98m

ンセント（アース付100V）
：2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料
※備品の追加注文がある場合は、7月下旬頃に配布する出展者マニュアルをご参照ください。

装飾の高さ制限について

※上記基本ディスプレイに含まれる備品を使用しない場合も、出展料から差引くことはできませんので

装飾の高さは 2.7m までとします。
（出展製品独自の高さはこの限りではありません）

ご了承ください。

  ホームページ広告
■ 貴社のリンクバナーを公式 WEBに開催1か月前から掲載
掲

載

日 ：2022年8月10日（水）
～ 9月16日（金） ※予定

サ

イ

ズ ：W200× H40px GIF 形式

料

芯々 0.99m

※アニメーション GIF 可

金 ：1枠：55,000円（税込）

原稿締切日 ：2022年7月27日（水） ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

