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西日本エリアを中心とした自治体の防犯・防災関係者や
企業の総務・危機管理部門担当者が来場します。

自治体の防犯 防災関係者

防犯防災分野で西日本最大級！

「建築」や「介護・福祉・医療」などの住まい・暮らし・社会を支える展示会との
同時開催によって、幅広い来場者にPRでき、ビジネス拡大のチャンスです。

主催の（一財）大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）より、関西、特に大阪府下の行政関係者を対象に
来場誘致を実施するほか、Osaka Metro・ニュートラムでの交通広告を大々的に展開。
近畿・中国・四国・北陸の自治体（県・市町村）へのポスター・案内パンフレット配布を行います。
また自治体関係者によるパネルディスカッションも実施します（予定）。
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■関西大学 社会安全学部社会安全研究センター長 特別任命教授　河田 惠昭氏
■（一社）ADI災害研究所 理事長　伊永 勉氏
■ミネルヴァベリタス(株) 代表取締役／BCI日本支部 代表理事　松井 裕一朗氏

を始め、関連省庁・自治体、企業などによる最新動向・取組みに関する注目テーマの
セミナー・パネルディスカッションを多数開講。
目的意識の高い来場者を誘致します。詳細は随時HPにて公開します。

2022

※五十音順・予定
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「多様化する犯罪・自然災害を見つめなおし、立ち向かう」を
キーワードに、企画ゾーンにて来場者への訴求を行います。
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特別企画

出展者と来場者をつなぐ商談支援企画を実施します。

■日時： 6月9日（木）または10日（金）　1時間を予定
■会場： 「防犯防災総合展 2022」セミナー会場（参加登録制・クローズド形式）
災害対応に従事する行政・地方自治体の職員を対象とし、出展者の製品（避難所向け製品・災害対策本部関連など）を、
実際に会場で体験して理解を深める場を設けます。
主な来場者は、主催者および関係団体から直接ご案内した目的意識の高い自治体防災担当者ですので、
自社製品をPRする場として非常に有効です。
※出展者による製品のプレゼンテーションと来場者による体験会の二部構成を予定。詳細は別途ご案内します。

企画協力：（一社）ADI災害研究所

行政・自治体
関係者限定

出展対象：
緊急通報システム、避難誘導システム、情報発信ツール、
各種アプリケーション・コンテンツ、トランシーバー、衛星電話、
各種通信・通報機器 など

出展対象：
避難・誘導用品、スピーカー・メガホン、
緊急時コミュニケーションツール、多言語災害情報システム など
（高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児および外国人向け製品・サービス）

出展対象：
止水板・フェンス、気象監視システム、電源・配線保護製品、
土のう・水のう、型枠、各種工法、救命艇、シェルター など

備蓄品、OA機器などの転倒防止対策、車いす・担架、
DR（ディザスタリカバリ）、避難誘導システム、
デジタルサイネージ など
スニーカー、リュックサック、各種シェアリングサービス
（シェアサイクル、ライドシェア、モバイルバッテリー、民泊） など

出展対象：
飲料（スポーツドリンク、経口補水液など）、
食品（飴、サプリメントなど）、衣服、シェード、遮熱シート、
冷却スプレー、熱中症計、空調機器、業務用扇風機 など

出展対象：
消毒除菌用品、マスク、フェイスシールド、検温計、防護服、
空気清浄機、清掃用具、衛生管理用品、感染予防設備、
非接触入場管理システム など

オフィス・
施設の防災

出展対象：

帰宅支援
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開催概要
防犯防災総合展 2022

2022年6月9日（木）・10日（金） 10 :00 -17 :00

インテックス大阪

（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

防犯防災総合展実行委員会・

一般財団法人大阪国際経済振興センター・テレビ大阪

無料（登録制）

10,000人（見込み）
内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重県、
関西広域連合、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、全国町村議会議長会、（独）国際協力機構、（公財）
公共政策調査会、（公財）全国防犯協会連合会、（公財）地震予知総合研究振興会、（公財）日本消防協会、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、（公社）日
本地震学会、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、（公社）日本防犯設備協会、（公社）日本気象学会、（公社）日本PTA全国協議会、（公社）日本地震工学
会、（一社）全国警備業協会、（一社）日本損害保険協会、（一社）日本建築学会、（一社）日本建築材料協会、（一社）日本応用地質学会、（一社）公共ネットワー
ク機構、（一社）ADI災害研究所、特定非営利活動法人日本防災士会、全国消防長会、大阪商工会議所、全国都市教育長協議会、全国連合小学校長会、全日
本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、関西大学社会安全学部、東京大学地震研究所、京都大学防
災研究所、京都大学防災研究所 自然災害研究協議会、アジア防災センター、日本経済新聞社

名　　　　称
会　　　　期
会　　　　場

主　　　　催

入 場 料
来 場 者 数
後　　　　援
（申請予定・順不同）

・

出展対象
防犯分野 防災分野

安全対策
通学路の安全管理システム、緊急通報
システム、警備サービス、ドローン等

盗難対策
見回り製品、RFID、
万引き防止システム等

テロ対策
入退室管理システム、
金属探知機・爆発物探知機等

情報セキュリティ対策
侵入防止・検知システム、
ネットワークセキュリティ関連製品等

犯罪対策
監視カメラ、各種防犯装備、
護身用具、車両

火災対策
消火器、火災報知器、
防火・防煙設備、消火設備等

水害・雷害対策
止水板、監視・予測システム、
救命艇、雷防護製品等

日ごろの備え
備蓄品、熱中症・感染対策、
各種労働災害対策等

突風・竜巻対策
気象監視技術、
解析システム等

土砂災害対策
土砂・落石探知システム、
ドローン等

災害対策
緊急地震速報、BCP、ライフライン復旧・
確保、安否確認システム、通信機器等

企業・家庭のセキュリティ
鍵、金庫、ゲート、警報機器、
マイナンバー向け各種ソリューション

来場対象
防犯・防災分野共通

官公庁
国・中央省庁・自治体

学校・教育・
研究機関、施設

医療機関、
介護・福祉施設

消防・警察・防衛機関

ライフライン関係
電気・ガス・水道・情報・
通信・交通

公共・
商業等各種集客施設

管理業・警備業
不動産・マンション・ビル等

商社・販売店・量販店
防犯・防災関連

その他民間企業
金融機関、食品業界、
防犯防災分野以外

各種協会・組合・団体

メーカー
防犯・防災関連

建設・設計会社、
事務所、工務店
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❶出展規程をご了承の上、下記「出展申込サイト」よりお申し込みください。
　https://www.bohanbosai.jp/application/
❷新規出展の場合は、会社案内および出展製品カタログをご提出ください。
❸「出展分野」には必ず1カ所のみチェックを入れてください。
また「出展内容」についても必ずご記入ください。
この記載内容により、小間の位置を決定します。

❹出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、
出展をお断りすることがあります。※詳細は事務局にお問合せください。

❺申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、出展申込み後にご案内
する「出展者専用ページ（WEBサイト）」にて共同出展者名をご登録ください。

申込方法2

出展申込要項

308,000円（税込）〈2021年出展者は297,000円（税込）〉

〈2021年出展者は176,000円（税込）〉

通常小間 （間口3m×奥行3m）

※通常小間は、原則スペースのみの提供となります。隣接する出展者がいる場合、その境界部分に壁面パネルを設置します。
※角小間の場合は通路面に壁面パネルを設置しません。　※社名板やカーペットなどの備品やコンセント、照明などの電気設備・使用料は含まれません。

複数小間割引  4小間以上：3%　6小間以上：5%　10小間以上：10%

187,000円（税込）
Sサイズ小間 （間口2m×奥行2m）

仕様（１小間）：壁面パネル、パイプイス １脚、長テーブル（W1,500× D600mm）１台、社名板１枚
※角小間の場合は通路面に壁面パネルを設置しません。　※コンセント、照明などの電気設備・使用料は含まれません。

出展料金1
2022年

3月31日木

募集締切

※本パンフレットに記載されている内容は2021年10月現在のものです。予告なく内容を変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

スケジュール3

搬出・撤去

6月10日（金）
17:00～20:00

会場レイアウト 発表
出展者ハンドブック配布

各種手続き
締切

4月中旬

展示会場
搬入・装飾 

6月7日（火）
6月8日（水）5月中旬2022年

3月31日（木）

出展申込締切

6月9日（木）
6月10日（金） 

会
期

通常小間をお申込みの出展者は、希望によりパッケージプランのお申込みが可能です。

イメージ
（中小間仕様）

仕様（1小間の場合）
社名板 １枚／パラペット １式／受付カウンター １台／パイプイス １脚／
パンチカーペット 9㎡／コンセント １個（500wまで）／蛍光灯型LED １灯
1次側電気幹線工事費（電気使用料金 含む（1kwまで）） 100v  1kw　※電気器具を追加すると別途幹線工事費が発生します。

79,200円（税込）1小間 133,100円（税込）2小間

※価格・仕様は前回実績です。

※正式なご案内およびお申込みは2022年4月下旬となります。　※価格は予定価格です。

※詳細は、出展お申込み後にご案内します。

出展効果を高める各種ツール

出展者プレゼンテーション 

55,000円（税込）/60分

新製品発表や製品導入事例な
どを紹介できます。プレゼンテー
ション後に出展ブースへ来場者
を誘導するきっかけとなります。

HPバナー広告

22,000円(税込）
展示会ガイドマップ広告

55,000円(税込）／セット：66,000円(税込）
公式サイトと開催期間中に来場者へ配布するガイド
マップに広告枠を設けます。来場対象の認知回数が
上がり、出展ブースへの集客増加につながります。 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15 （株）テレビ大阪エクスプロ内

お問い合わせ

犯罪・災害対策から日頃のそなえまでリスク・危機管理の最先端を発信

2021
主催 ： 防犯防災総合展実行委員会 
　　　一般財団法人大阪国際経済振興センター ・ テレビ大阪

防犯防災総合展事務局 TEL 06-6944-9915   E-mail infobbk@tvoe.co.jpKENTEN事務局 TEL 06-6944-9916   E-mail kenten@tvoe.co.jp 

（公社）土木学会
CPDプログラム認定

2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展

展示見本市は次のステージへ“建築”を
身近に、業界の底上げと変革を提案するイベント

フェ
ア熱 中 症対策

感染症対策 フェ
ア

特
別
企
画

コーナー

10:00～17:00 
インテックス大阪8/26 -27木 金

※掲載内容は8月18日現在のものです。予告なく内容を変更または中止する場合がございますので、ご了承ください。 GUIDE MAP

内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、
大阪市、堺市、神戸市、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重県、
関西広域連合、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、
全国町村議会議長会、（独）国際協力機構、（公財）公共政策調査会、（公財）全国防犯協会連合会、
（公財）地震予知総合研究振興会、（公財）日本消防協会、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、
（公社）日本地震学会、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、（公社）日本防犯設備協会、（公社）日本気象学会、
（公社）日本PTA全国協議会、（公社）日本地震工学会、（一社）全国警備業協会、（一社）日本損害保険協会、
（一社）日本建築学会、（一社）日本建築材料協会、（一社）日本応用地質学会、（一社）公共ネットワーク機構、
（一社）ADI災害研究所、特定非営利活動法人日本防災士会、全国消防長会、大阪商工会議所、全国都市教育長協議会、
全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、
日本私立中学高等学校連合会、大阪大学大学院工学研究科、関西大学社会安全学部、東京大学地震研究所、
京都大学防災研究所、京都大学防災研究所 自然災害研究協議会、アジア防災センター、日本経済新聞社
（順不同・予定）

後援 ：

主催 ： 一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪（順不同）
共催 ： 大阪建築金物卸商協同組合

経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省、大阪府、京都府、兵庫県、大阪市、東大阪市、京都市、神戸市、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、
大阪商工会議所、（一社）日本建築学会 近畿支部、（一社）大阪建設業協会、（一社）日本建設業連合会 関西支部、（一社）日本建築構造技術者協会 関西支部、
（公社）日本建築積算協会 関西支部、（一社）建築設備技術者協会 近畿支部、（一社）大阪電業協会、（一社）大阪空気調和衛生工業協会、
（一社）大阪府設備設計事務所協会、（一社）関西建築構造設計事務所協会、大阪建築金物工業協同組合　他 （順不同・予定）

（一社）日本建築協会、（公社）大阪府建築士会、（公社）日本建築家協会 近畿支部、（一社）大阪府建築士事務所協会

後 援 ：

特別協力：

来場者アンケート回答はこちら

KENTEN 防犯防災総合展

マツ六株式会社
TEL. 06-6774-2255
手すりを中心としたバリアフリー建材を展示。高齢者の事故防止に向
けて開発した製品は、機能性やデザイン性に優れています。今年で創
業百周年。皆様とのご縁に感謝を込めたブースでお待ちしています！

471

株式会社水上　omoio
TEL. 06-6211-1179
・公共施設・店舗・幼保関連のトイレスペース、ベビールーム、キッズルー
ム向け、育児機器製品・床付壁付兼用フィッティングボード・多目的シー
ト・授乳チェアー・オムツ用ダストボックス

421

株式会社ハウゼコ
TEL. 06-4963-8266
住宅の耐久性確保に重要な換気、通気部材の研究開発や、換気棟・屋根壁
役物の製造販売まで一括で供給できる数少ないメーカー。国や大学との共
同開発も行い、健康で快適な住まいづくりを通じ、広く社会貢献を目指す。

261

株式会社ハイロジック
TEL. 06-6744-5481
株式会社ハイロジックは金物の物流商社として様々な時代のニーズに
応えられるようメーカー様とタイアップして、コロナ渦のなか要望され
る自動開閉クローザー、抗菌・抗ウイルス手摺や水害対策用ウォーター
パネル等を展示、紹介いたします。

461

株式会社ミズタニ
TEL. 06-6723-2831
IoT で入室管理・セキュリティ、すべてをオンライン化＆様々な管理の
省力・省人化可能なRemoteLock関連製品。およびその他スマートロッ
クの展示、導入相談。

341

株式会社橋本クロス
TEL. 0749-72-3160
防災関連商品と感染症対策商品の出展

971

水発電機AQUENEOUSアクエネオス
TEL. 03-5403-6335
世界初の室内分散型非常用電源である水発電機AQUENEOUS
アクエネオスは室内で安全に使える無音で無公害の発電機で、建物が浸水
した時も屋内配線を利用せず室内で電気機器に直接接続して電気を供給

552

株式会社濱口商会／
株式会社ケイ・メック
TEL. 06-6561-7712
簡易型止水板　とめみちゃん

821

株式会社水本機械製作所
TEL. 079-246-2501
自社製造のステンレスチェーンを中心に、ジョイント金具のメーカー
であることをPRします。新商品も多数展示いたします。また、好評
の黒色塗装金具の展示も致します。

223

バルチップ株式会社
TEL. 086-440-0821
主に土間床などの非構造部位に使用するコンクリート・モルタル補強短繊
維です。用心筋（鉄筋、溶接金網）を省き、工期短縮と省人 /省力化によ
るコスト削減、短繊維によるひび割れ抑制効果等のメリットがあります。

252

株式会社Bit peeps
TEL. 050-5372-5964
ボウサイコンパス：https://bitpeeps.co.jp/bousai-com/
災害時の施設スタッフ・現場作業員の行動支援するアプリ

822

ミネルヴァベリタス株式会社
TEL. 06-4706-3355
下記の各種コンサルティングサービスに関する相談ブースを設けています
ので、是非お立ち寄り下さい。
○BCPの策定　○BCMの構築　○ ISO 22301（BCMS）認証の取得　
○BCP等に関する教育及び演習

931

株式会社阪神交易
TEL. 06-6371-8548
フルカラーナイトビジョン、レーザー距離計、センサー監視カメラ、防
振双眼鏡、暗視スコープ、熱源探知カメラ、工業用内視鏡、フラッシュ
ライト、特殊工具など防犯・防災に役立つ海外即戦力機器。

521

日野興業株式会社
TEL. 047-318-8761
建設現場などで使われる仮設トイレは著しい進化を遂げています。当
社は仮設トイレのリーディングカンパニーとして、新商品のハウス型
トイレやリニューアルした車載トイレ等多彩な商品を展示いたします。

171

森村金属株式会社
TEL. 072-962-7321

371

日の出工芸株式会社
TEL. 0120-522-671
不燃の内装用デザインパネル「Dimple Shade」をはじめ、LEDサイ
ン・切り文字の「G-Style」などを出展します。また、このような時代
だからこそ空間コミュニケーションに焦点を当て、ブランドのイメー
ジやコンセプトなど、言語化できないものを視覚的に生み出す「Brand 
Wall」をご紹介いたします。

142

矢崎化工株式会社
TEL. 054-281-0111
新たな道を切り開く
アクロスはキャスターの代わりにアクロスユニットを装着した台車です。
キャスター式の台車では運ぶことが困難だった様々なシーンでも搬送
負荷を抑え、軽い力で運ぶことができます。

651

株式会社Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ/
株式会社Ｐ・Ｃ・Ｇ TEXAS 阪神営業所
TEL. 0798-31-2370
排水管布設替費用よりも少ないコストでビル・マンション排水管を更
生でき、穴の空いた配管にも対応する「P・C・GFRPサポーター工法」
等を紹介。集合継手に対応した工法もご紹介します。

431

安田株式会社
TEL. 06-6251-7091
自社オリジナルアルミ部材を使用した建材商品と入退室管理・防犯カ
メラの展示。

361

株式会社山長商店
TEL. 0739-22-2605
紀州杉・桧の構造用材（柱、梁など）の紹介

354

株式会社ヤマト
TEL. 0742-48-0266
健康増進機器

662

株式会社光
TEL. 06-6764-1531
壁面の雰囲気づくり　素材感溢れる木目調パンチングボードで魅せる
壁収納をご提案致します。

464

株式会社淀川製鋼所
TEL. 06-6245-1256
鋼板から一貫生産を行っているヨドコウ建材商品を展示します。

264

株式会社風憩セコロ
TEL. 06-6838-3356
ハイブリッド型ソーラー照明灯「ソライトNX」は鉛蓄電池とリチウム
イオン電池の2種類を搭載！鉛とハイブリッド、それぞれの長所を生
かす新型コントローラーを独自開発。「低価格・長寿命」を実現しました。

141

株式会社ライノプロダクツ
TEL. 045-717-6553

561

株式会社フジテック・ジャパン
TEL. 06-6769-1055
建築金物資材・内装金物・防犯商品・DIY関連商材

331

理研軽金属工業株式会社
TEL. 054-281-1111
新商品「ルミナレス」シリーズのスパンドレル、ルーバーの展示の他、
商業施設やオフィス、集合住宅といった様々な空間を演出できるアル
ミ製仕上材を多数ご紹介。

263

プチハウスなな／
LLPユニバーサルデザイン企画
TEL. 06-7164-4774
命を守ることを最優先に考えると、災害に備えることが大切です。
「要援護者にとって必要なものは、支援者にとっても便利なもの」
感染対策関連や緊急電源など注目の新製品を展示します。

共同出展者
朝日電器株式会社
株式会社輝章
新和工業株式会社
株式会社総合サービス
株式会社武揚堂
ライフクリエイトワークス・ココン

571

Linoc
TEL. 03-6260-7113
災害に向けたポータブル蓄電池及び配線工事が不要なハイブリット街路灯

551

株式会社フナボリ
TEL. 043-290-9031
軽トラックに水冷扇を載せた、移動式の水冷システムを出展します。
工事現場やイベント等で活躍すること間違いなしの新製品です。
コンパクトで大風量、省エネタイプの水冷扇も展示します。

771

菱熱工業株式会社
TEL. 03-3778-2114
エアロゾルキャッチャー：設置場所を選ばずにウイルスの飛沫感染防止
に寄与するパーテーション機能付きＨＥＰＡフィルター搭載空気清浄機
組立式分煙装置ＡＳ－Ｒ３：工事不要で三密対策に有効な一人用喫煙
ボックス

753

プレイリーホームズ株式会社
TEL. 052-930-7855
国産材フローリングや世界各国の建材を出展します。部屋全体をコー
ディネートできる商品を取り扱っています。

451

リョービ株式会社
TEL. 0847-41-1111
各種ドアクローザの展示

441

株式会社ブレス
TEL. 06-4707-0316
抗ウイルス対策に！「空気の王様／ＡＴ２５４」コーティング！奈良
県立医科大学にて新型コロナウイルス99.88％の不活化を実証。接触
感染予防に有効。エアコン用フィルターでの空気感染予防をご紹介。

751

株式会社レインボーオフィスサポート
TEL. 06-6195-8862
避難経路などを印刷したオリジナルマグネットステッカーを出展いた
します。

834

ワールド工業株式会社
TEL. 0493-61-1111
ビルやマンションの屋上で使用され、施工性と運搬性で選ばれる鋼板
ユニット式ハト小屋「HAT BOX」及び建築現場運搬エレベーターや多
様な用途で使用されているパネル式シャッターを展示。

241

BEST JAPAN
TEL. 045-228-7454

561

株式会社 和柔
TEL. 090-2748-6092
蓄電池製品・ソーラーパネル、・周辺機器を展示します。自治体の納入
実績が高い製品とＢＣＰ対策として一般企業に納入実績が高い製品を
中心に出品します。新製品の空気清浄機を展示します。

832

株式会社YOOコーポレーション
TEL. 072-931-7760
未来ソリューションとして、地球・環境に優しい、光エネルギーを必
要とせずに暗所内でも24時間働き続ける、機能性コーティング剤の
ご案内。各目的用途に応じてご提案が可能です。

302

防衛省陸上自衛隊中部方面総監部
人事部援護業務課
TEL. 072-770-5996
防災・危機管理分野における退職自衛官の有用性を広報する。

642

ハ

ヤ

ラ

ワ

マ

香港貿易発展局
TEL. 06-4705-7030
香港貿易発展局（HKTDC）は香港の貿易促進を目的として1966年に
設立された政府系機関です。中小企業を中心とした企業に事業機会を提供
し、こうした企業が世界中にパートナーを見つけ出せるよう支援します。

463

株式会社丸喜金属本社
TEL. 06-6262-0471
住宅、店舗、施設関連全般のオリジナルブランドによる製造品目より、
建具金物を主にご提案致します。

351

株式会社ホープ
TEL. 093-481-8080
・FRP製分割レスキューボート
・アルミ製分割レスキューボート
・インフレータブルレスキューボート

801

株式会社ポケット・クエリーズ
TEL. 03-5333-1533
MIXED REALITY 技術で働き方に『革命』を。Mixed Reality 空間を
通じて、リモートでのコミュニケーション・インストラクションを実現。

265

株式会社防災備蓄センター
TEL. 03-5651-1262
防災用品の販売～備蓄倉庫の管理までトータルサポート
①期限管理・棚卸作業の代行サービス　②エレベーター備蓄ボックス
③エマージェンシートイレキット　④保存水、非常食料、資機材
⑤オリジナル防災セット

501

一般社団法人防災安全協会
防災安全協会会員企業の、防災製品等推奨品認証製品を展示いたしま
す。会員企業自らの説明があり商品をより詳しく知ることが出来ます。
また備蓄推進者を養成する災害備蓄管理士の資格制度をご紹介します。

共同出展者
アンカー・ジャパン株式会社
ＦＫＫ株式会社
カルビー株式会社
株式会社Ｃ＆Ｃ
シーバスリンク株式会社
セパレーターシステム工業株式会社
タカラ株式会社
中部エコサービス株式会社
株式会社ホタルクス
株式会社理学

531

ホーコス株式会社
TEL. 06-7711-0620
・食品施設向けHACCP対応排水桝・側溝、ブロア式小型野菜洗浄機・
物流施設向け豪雨対策ウェザーカバー・コロナウイルス対策、ホーコ
スフットスタンド（足踏み式消毒スタンド）

244

出展者一覧
■ 防犯分野 ■ 防災分野 ■ 防犯・防災分野 ※枠内の数字はブース番号■ KENTEN ■ 建築・建設現場生産性向上フェア　
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6

広報・来場動員活動

●新聞広告

●開催告知CM

ダイレクトメール
過去の本展来場者や西日本地域の自治体関係者、企業の防犯・防災担当者、設備・備蓄品
購入関係者、議会、ビル管理・メンテナンスサービス事業者、同時開催展『建築材料・住宅設
備総合展 KENTEN』『バリアフリー/慢性期医療展/看護未来展/在宅医療展』の関係者へ
の案内パンフレット送付やメール配信。

＜パブリシティ実績＞
・朝日放送「キャスト」  ・テレビ大阪「やさしいニュース」　　　　　　　
・読売テレビ放送「news zero」

テレビ
主催者であるテレビ大阪による開催告知CM、開催期間中の会場内取材。
報道機関へのリリースを強化し、各媒体での開催告知・会場取材へとつなげます。

インターネット
公式サイト、Facebook、業界誌オンラインサイト広告などを通じた情報発信。
・リスク対策.com　 ・月刊総務

新聞・業界誌
日本経済新聞をはじめ、各一般紙や防犯・防災業界誌への広告。

＜実績＞
・警備新報 　・警備保障タイムズ  　・セキュリティ産業新聞 　など

交通広告
Osaka Metro・ニュートラムでの車内広告を会期前より大々的に展開。

後援団体・自治体・関連団体
大阪府・大阪市をはじめとした近畿・中国・四国・北陸の市役所、町村役場、後援機関・業界団
体にポスター・案内パンフレットを配布。

＜実績＞

●ポスター
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2021
10:00～17:00 インテックス大阪

防犯防災総合展事務局お問い合わせ TEL 06-6944-9915

https://www.bohanbosai.jp
事前登録は
HPから

（公社）土木学会
CPDプログラム認定6/10 -11木 金

フェ
ア熱 中 症対策感染症対策 フェ

ア
特別
企画

主催 ： 防犯防災総合展実行委員会・（一財）大阪国際経済振興センター・テレビ大阪政府・自治体・関連団体のガイドラインに沿い、十分な対策を講じて開催いたします。
ご来場にあたっては事前来場登録のご利用をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策について

同
時
開
催 2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展

CRIME AND DISASTER PREVENTION 
2021

犯罪・災害対策から日頃のそなえまでリスク・危機管理の最先端を発信

インテックス大阪
10：00-17：00

（公社）土木学会
CPDプログラム認定

https://www.bohanbosai.jp事前登録は
HPから

お問い合わせ 防犯防災総合展事務局 TEL 06-6944-9915　E-mail infobbk@tvoe.co.jp

同
時
開
催

政府・自治体・関連団体のガイドラインに沿い、十分な対策を講じて開催いたします。
ご来場にあたっては事前来場登録のご利用をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策について

6/10 -11木 金
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ア熱 中 症対策感染症対策 フェ

ア

2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展

特別
企画

主催 ： 防犯防災総合展実行委員会 ・ 一般財団法人大阪国際経済振興センター ・ テレビ大阪
後援 ： 内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、気象庁、海

上保安庁、防衛省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山県、鳥取県、島根県、
山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重県、関西広域連合、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、全国町村議会議長会、独立行政法人国際協力機構、（公財）公共政策調査会、（公財）全国防犯協会
連合会、（公財）地震予知総合研究振興会、（公財）日本消防協会、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、（公社）日本地震学会、
（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、（公社）日本防犯設備協会、（公社）日本気象学会、（公社）日本PTA全国協議会、（公社）
日本地震工学会、（一社）全国警備業協会、（一社）日本損害保険協会、（一社）日本建築学会、（一社）日本建築材料協会、（一社）日
本応用地質学会、（一社）公共ネットワーク機構、（一社）ADI災害研究所、特定非営利活動法人日本防災士会、全国消防長会、大阪
商工会議所、全国都市教育長協議会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日
本私立中学高等学校連合会、大阪大学大学院工学研究科、関西大学社会安全学部、東京大学地震研究所、京都大学防災研
究所、京都大学防災研究所 自然災害研究協議会、アジア防災センター、日本経済新聞社（順不同・予定）

・滋賀県内19市町村
・京都府内25市町村（京都市を除く）
・京都市内11区役所 
・大阪府内41市町村（大阪市、堺市を除く）
・大阪市内24区役所
・堺市内7区役所 
・兵庫県内40市町村（神戸市を除く）　
・神戸市内9区役所 
・奈良県内43市町村

・和歌山県内30市町村
・岡山県内28市町村
・鳥取県内20市町村
・島根県内20市町村
・山口県内20市町村
・香川県内18市町
・徳島県内24市町村
・愛媛県内21市町 
・福井県内18市町 
・三重県内30市町　など

●会場ガイド

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15 （株）テレビ大阪エクスプロ内
お問い合わせ

犯罪・災害対策から日頃のそなえまでリスク・危機管理の最先端を発信

2021
主催 ： 防犯防災総合展実行委員会 
　　　一般財団法人大阪国際経済振興センター ・ テレビ大阪

防犯防災総合展事務局 TEL 06-6944-9915   E-mail infobbk@tvoe.co.jpKENTEN事務局 TEL 06-6944-9916   E-mail kenten@tvoe.co.jp 

（公社）土木学会
CPDプログラム認定

2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展

展示見本市は次のステージへ“建築”を
身近に、業界の底上げと変革を提案するイベント

フェ
ア熱 中 症対策

感染症対策 フェ
ア

特
別
企
画

コーナー

10:00～17:00 
インテックス大阪8/26 -27木 金

※掲載内容は8月18日現在のものです。予告なく内容を変更または中止する場合がございますので、ご了承ください。 GUIDE MAP

内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、
大阪市、堺市、神戸市、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重県、
関西広域連合、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、
全国町村議会議長会、（独）国際協力機構、（公財）公共政策調査会、（公財）全国防犯協会連合会、
（公財）地震予知総合研究振興会、（公財）日本消防協会、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、
（公社）日本地震学会、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、（公社）日本防犯設備協会、（公社）日本気象学会、
（公社）日本PTA全国協議会、（公社）日本地震工学会、（一社）全国警備業協会、（一社）日本損害保険協会、
（一社）日本建築学会、（一社）日本建築材料協会、（一社）日本応用地質学会、（一社）公共ネットワーク機構、
（一社）ADI災害研究所、特定非営利活動法人日本防災士会、全国消防長会、大阪商工会議所、全国都市教育長協議会、
全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、
日本私立中学高等学校連合会、大阪大学大学院工学研究科、関西大学社会安全学部、東京大学地震研究所、
京都大学防災研究所、京都大学防災研究所 自然災害研究協議会、アジア防災センター、日本経済新聞社
（順不同・予定）

後援 ：

主催 ： 一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪（順不同）
共催 ： 大阪建築金物卸商協同組合

経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省、大阪府、京都府、兵庫県、大阪市、東大阪市、京都市、神戸市、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、
大阪商工会議所、（一社）日本建築学会 近畿支部、（一社）大阪建設業協会、（一社）日本建設業連合会 関西支部、（一社）日本建築構造技術者協会 関西支部、
（公社）日本建築積算協会 関西支部、（一社）建築設備技術者協会 近畿支部、（一社）大阪電業協会、（一社）大阪空気調和衛生工業協会、
（一社）大阪府設備設計事務所協会、（一社）関西建築構造設計事務所協会、大阪建築金物工業協同組合　他 （順不同・予定）

（一社）日本建築協会、（公社）大阪府建築士会、（公社）日本建築家協会 近畿支部、（一社）大阪府建築士事務所協会

後 援 ：

特別協力：

来場者アンケート回答はこちら

KENTEN 防犯防災総合展

マツ六株式会社
TEL. 06-6774-2255
手すりを中心としたバリアフリー建材を展示。高齢者の事故防止に向
けて開発した製品は、機能性やデザイン性に優れています。今年で創
業百周年。皆様とのご縁に感謝を込めたブースでお待ちしています！

471

株式会社水上　omoio
TEL. 06-6211-1179
・公共施設・店舗・幼保関連のトイレスペース、ベビールーム、キッズルー
ム向け、育児機器製品・床付壁付兼用フィッティングボード・多目的シー
ト・授乳チェアー・オムツ用ダストボックス

421

株式会社ハウゼコ
TEL. 06-4963-8266
住宅の耐久性確保に重要な換気、通気部材の研究開発や、換気棟・屋根壁
役物の製造販売まで一括で供給できる数少ないメーカー。国や大学との共
同開発も行い、健康で快適な住まいづくりを通じ、広く社会貢献を目指す。

261

株式会社ハイロジック
TEL. 06-6744-5481
株式会社ハイロジックは金物の物流商社として様々な時代のニーズに
応えられるようメーカー様とタイアップして、コロナ渦のなか要望され
る自動開閉クローザー、抗菌・抗ウイルス手摺や水害対策用ウォーター
パネル等を展示、紹介いたします。

461

株式会社ミズタニ
TEL. 06-6723-2831
IoT で入室管理・セキュリティ、すべてをオンライン化＆様々な管理の
省力・省人化可能なRemoteLock関連製品。およびその他スマートロッ
クの展示、導入相談。

341

株式会社橋本クロス
TEL. 0749-72-3160
防災関連商品と感染症対策商品の出展

971

水発電機AQUENEOUSアクエネオス
TEL. 03-5403-6335
世界初の室内分散型非常用電源である水発電機AQUENEOUS
アクエネオスは室内で安全に使える無音で無公害の発電機で、建物が浸水
した時も屋内配線を利用せず室内で電気機器に直接接続して電気を供給

552

株式会社濱口商会／
株式会社ケイ・メック
TEL. 06-6561-7712
簡易型止水板　とめみちゃん

821

株式会社水本機械製作所
TEL. 079-246-2501
自社製造のステンレスチェーンを中心に、ジョイント金具のメーカー
であることをPRします。新商品も多数展示いたします。また、好評
の黒色塗装金具の展示も致します。

223

バルチップ株式会社
TEL. 086-440-0821
主に土間床などの非構造部位に使用するコンクリート・モルタル補強短繊
維です。用心筋（鉄筋、溶接金網）を省き、工期短縮と省人 /省力化によ
るコスト削減、短繊維によるひび割れ抑制効果等のメリットがあります。

252

株式会社Bit peeps
TEL. 050-5372-5964
ボウサイコンパス：https://bitpeeps.co.jp/bousai-com/
災害時の施設スタッフ・現場作業員の行動支援するアプリ

822

ミネルヴァベリタス株式会社
TEL. 06-4706-3355
下記の各種コンサルティングサービスに関する相談ブースを設けています
ので、是非お立ち寄り下さい。
○BCPの策定　○BCMの構築　○ ISO 22301（BCMS）認証の取得　
○BCP等に関する教育及び演習

931

株式会社阪神交易
TEL. 06-6371-8548
フルカラーナイトビジョン、レーザー距離計、センサー監視カメラ、防
振双眼鏡、暗視スコープ、熱源探知カメラ、工業用内視鏡、フラッシュ
ライト、特殊工具など防犯・防災に役立つ海外即戦力機器。

521

日野興業株式会社
TEL. 047-318-8761
建設現場などで使われる仮設トイレは著しい進化を遂げています。当
社は仮設トイレのリーディングカンパニーとして、新商品のハウス型
トイレやリニューアルした車載トイレ等多彩な商品を展示いたします。

171

森村金属株式会社
TEL. 072-962-7321

371

日の出工芸株式会社
TEL. 0120-522-671
不燃の内装用デザインパネル「Dimple Shade」をはじめ、LEDサイ
ン・切り文字の「G-Style」などを出展します。また、このような時代
だからこそ空間コミュニケーションに焦点を当て、ブランドのイメー
ジやコンセプトなど、言語化できないものを視覚的に生み出す「Brand 
Wall」をご紹介いたします。

142

矢崎化工株式会社
TEL. 054-281-0111
新たな道を切り開く
アクロスはキャスターの代わりにアクロスユニットを装着した台車です。
キャスター式の台車では運ぶことが困難だった様々なシーンでも搬送
負荷を抑え、軽い力で運ぶことができます。

651

株式会社Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ/
株式会社Ｐ・Ｃ・Ｇ TEXAS 阪神営業所
TEL. 0798-31-2370
排水管布設替費用よりも少ないコストでビル・マンション排水管を更
生でき、穴の空いた配管にも対応する「P・C・GFRPサポーター工法」
等を紹介。集合継手に対応した工法もご紹介します。

431

安田株式会社
TEL. 06-6251-7091
自社オリジナルアルミ部材を使用した建材商品と入退室管理・防犯カ
メラの展示。

361

株式会社山長商店
TEL. 0739-22-2605
紀州杉・桧の構造用材（柱、梁など）の紹介

354

株式会社ヤマト
TEL. 0742-48-0266
健康増進機器

662

株式会社光
TEL. 06-6764-1531
壁面の雰囲気づくり　素材感溢れる木目調パンチングボードで魅せる
壁収納をご提案致します。

464

株式会社淀川製鋼所
TEL. 06-6245-1256
鋼板から一貫生産を行っているヨドコウ建材商品を展示します。

264

株式会社風憩セコロ
TEL. 06-6838-3356
ハイブリッド型ソーラー照明灯「ソライトNX」は鉛蓄電池とリチウム
イオン電池の2種類を搭載！鉛とハイブリッド、それぞれの長所を生
かす新型コントローラーを独自開発。「低価格・長寿命」を実現しました。

141

株式会社ライノプロダクツ
TEL. 045-717-6553

561

株式会社フジテック・ジャパン
TEL. 06-6769-1055
建築金物資材・内装金物・防犯商品・DIY関連商材

331

理研軽金属工業株式会社
TEL. 054-281-1111
新商品「ルミナレス」シリーズのスパンドレル、ルーバーの展示の他、
商業施設やオフィス、集合住宅といった様々な空間を演出できるアル
ミ製仕上材を多数ご紹介。

263

プチハウスなな／
LLPユニバーサルデザイン企画
TEL. 06-7164-4774
命を守ることを最優先に考えると、災害に備えることが大切です。
「要援護者にとって必要なものは、支援者にとっても便利なもの」
感染対策関連や緊急電源など注目の新製品を展示します。

共同出展者
朝日電器株式会社
株式会社輝章
新和工業株式会社
株式会社総合サービス
株式会社武揚堂
ライフクリエイトワークス・ココン

571

Linoc
TEL. 03-6260-7113
災害に向けたポータブル蓄電池及び配線工事が不要なハイブリット街路灯

551

株式会社フナボリ
TEL. 043-290-9031
軽トラックに水冷扇を載せた、移動式の水冷システムを出展します。
工事現場やイベント等で活躍すること間違いなしの新製品です。
コンパクトで大風量、省エネタイプの水冷扇も展示します。

771

菱熱工業株式会社
TEL. 03-3778-2114
エアロゾルキャッチャー：設置場所を選ばずにウイルスの飛沫感染防止
に寄与するパーテーション機能付きＨＥＰＡフィルター搭載空気清浄機
組立式分煙装置ＡＳ－Ｒ３：工事不要で三密対策に有効な一人用喫煙
ボックス

753

プレイリーホームズ株式会社
TEL. 052-930-7855
国産材フローリングや世界各国の建材を出展します。部屋全体をコー
ディネートできる商品を取り扱っています。

451

リョービ株式会社
TEL. 0847-41-1111
各種ドアクローザの展示

441

株式会社ブレス
TEL. 06-4707-0316
抗ウイルス対策に！「空気の王様／ＡＴ２５４」コーティング！奈良
県立医科大学にて新型コロナウイルス99.88％の不活化を実証。接触
感染予防に有効。エアコン用フィルターでの空気感染予防をご紹介。

751

株式会社レインボーオフィスサポート
TEL. 06-6195-8862
避難経路などを印刷したオリジナルマグネットステッカーを出展いた
します。

834

ワールド工業株式会社
TEL. 0493-61-1111
ビルやマンションの屋上で使用され、施工性と運搬性で選ばれる鋼板
ユニット式ハト小屋「HAT BOX」及び建築現場運搬エレベーターや多
様な用途で使用されているパネル式シャッターを展示。

241

BEST JAPAN
TEL. 045-228-7454

561

株式会社 和柔
TEL. 090-2748-6092
蓄電池製品・ソーラーパネル、・周辺機器を展示します。自治体の納入
実績が高い製品とＢＣＰ対策として一般企業に納入実績が高い製品を
中心に出品します。新製品の空気清浄機を展示します。

832

株式会社YOOコーポレーション
TEL. 072-931-7760
未来ソリューションとして、地球・環境に優しい、光エネルギーを必
要とせずに暗所内でも24時間働き続ける、機能性コーティング剤の
ご案内。各目的用途に応じてご提案が可能です。

302

防衛省陸上自衛隊中部方面総監部
人事部援護業務課
TEL. 072-770-5996
防災・危機管理分野における退職自衛官の有用性を広報する。

642

ハ

ヤ

ラ

ワ

マ

香港貿易発展局
TEL. 06-4705-7030
香港貿易発展局（HKTDC）は香港の貿易促進を目的として1966年に
設立された政府系機関です。中小企業を中心とした企業に事業機会を提供
し、こうした企業が世界中にパートナーを見つけ出せるよう支援します。

463

株式会社丸喜金属本社
TEL. 06-6262-0471
住宅、店舗、施設関連全般のオリジナルブランドによる製造品目より、
建具金物を主にご提案致します。

351

株式会社ホープ
TEL. 093-481-8080
・FRP製分割レスキューボート
・アルミ製分割レスキューボート
・インフレータブルレスキューボート

801

株式会社ポケット・クエリーズ
TEL. 03-5333-1533
MIXED REALITY 技術で働き方に『革命』を。Mixed Reality 空間を
通じて、リモートでのコミュニケーション・インストラクションを実現。

265

株式会社防災備蓄センター
TEL. 03-5651-1262
防災用品の販売～備蓄倉庫の管理までトータルサポート
①期限管理・棚卸作業の代行サービス　②エレベーター備蓄ボックス
③エマージェンシートイレキット　④保存水、非常食料、資機材
⑤オリジナル防災セット

501

一般社団法人防災安全協会
防災安全協会会員企業の、防災製品等推奨品認証製品を展示いたしま
す。会員企業自らの説明があり商品をより詳しく知ることが出来ます。
また備蓄推進者を養成する災害備蓄管理士の資格制度をご紹介します。

共同出展者
アンカー・ジャパン株式会社
ＦＫＫ株式会社
カルビー株式会社
株式会社Ｃ＆Ｃ
シーバスリンク株式会社
セパレーターシステム工業株式会社
タカラ株式会社
中部エコサービス株式会社
株式会社ホタルクス
株式会社理学

531

ホーコス株式会社
TEL. 06-7711-0620
・食品施設向けHACCP対応排水桝・側溝、ブロア式小型野菜洗浄機・
物流施設向け豪雨対策ウェザーカバー・コロナウイルス対策、ホーコ
スフットスタンド（足踏み式消毒スタンド）

244

出展者一覧
■ 防犯分野 ■ 防災分野 ■ 防犯・防災分野 ※枠内の数字はブース番号■ KENTEN ■ 建築・建設現場生産性向上フェア　
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113社・団体／128小間

㈱アーテック、㈱アーモス、㈲アール・シー　ウメハラ、㈱AIKIリオテック、㈱アイケン、
㈱青地ライフクリエイト、アクロニス・ジャパン㈱、アストロデザイン㈱、アムニモ㈱、㈱イーズ、
㈱イーズライフ、㈱イーズワン、㈱インターコスモス、Well-Being OSAKA Lab実行委員会、
㈱生方製作所、㈱エス・アイ・シー、NBCエンジニア㈱、大阪管区気象台、大阪市消防局、
大阪府危機管理室、大阪府警察本部、NPO法人大阪府防犯設備協会、オプテックス㈱

㈱カスタネット　そなえる.com、㈱カノン、㈱かまや、関西広域連合　広域防災局、
危機管理産業展（RISCON TOKYO）2021、極東産機㈱、キンキ空調　令和７、㈱近鉄百貨店、
㈱クー、空気清浄機の㈱アルシステム、㈱グリーンハート・インターナショナル、㈱ケイジパック、
㈱警備保障新聞新社、警備保障タイムズ、㈱ケーエスケー、㈱ケルク電子システム、高知県／
（公財）高知県産業振興センター／㈲四国浄管／新高知重工㈱／関㈱／㈱タケナカダンボール／
㈱タナカショク／㈲土佐通信／㈱フロムハート／㈱マシュール／㈲横川鉄工所、コトブキシーティング㈱

サンケーシステム㈱、サンコー、㈱シーティーエス、四国プランニング、㈱昭栄商会／
エアーストレッチャー㈱、セキュリティ産業新聞、㈱セピオテック、（同）Seven Seas Planet、
ゼロコン㈱、総務省近畿総合通信局

㈱ダイクレ、第五管区海上保安本部、大和無線電器㈱、太陽インダストリー㈱、太陽誘電㈱、
㈱竹虎、㈱中部テクノ、㈱テクノマセマティカル、TOMONARI㈱、（同）豊中商店

出展者数

出展者一覧

〈業種〉 〈職種〉

前回実績

㈱ニチネン、㈱ニチボウ

㈱橋本クロス、㈱濱口商会／㈱ケイ・メック、㈱阪神交易、㈱Bit peeps、プチハウスなな／
LLPユニバーサルデザイン企画／朝日電器㈱／㈱輝章／新和工業㈱／㈱総合サービス／
㈱武揚堂／ライフクリエイトワークス・ココン、㈱フナボリ、㈱ブレス、BEST JAPAN、
防衛省陸上自衛隊中部方面総監部人事部援護業務課、（一社）防災安全協会／
アンカー・ジャパン㈱／ＦＫＫ㈱／カルビー㈱／㈱Ｃ＆Ｃ／シーバスリンク㈱／
セパレーターシステム工業㈱／タカラ㈱／中部エコサービス㈱／㈱ホタルクス／㈱理学、
㈱防災備蓄センター、㈱ホープ

水発電機AQUENEOUSアクエネオス、ミネルヴァベリタス㈱

矢崎化工㈱、㈱ヤマト

㈱ライノプロダクツ、Linoc、菱熱工業㈱、㈱レインボーオフィスサポート

㈱ 和柔

総来場者数

4,698人（2,416人）
9,644 人（4,783人）

4,946人（2,367人）8月 26日（木）　晴れ
8月 27日（金）　晴れ
合計

代表・役員 15.4％

顧問 1.0％

秘書・経理 0.2％

総務・事務 10.6％

営業・技術営業・
マーケティング
41.7％

研究・開発 3.4％

生産・設計 6.3％

購買 1.3％

設備管理 3.9％

広報・宣伝 1.3％

その他 14.9％
消防・警察・防衛機関 1.0% ライフライン関係（電気・ガス・

水道・情報・通信・交通） 5.3%

管理業・警備業（不動産・
マンション・ビル等） 7.5%

建設・設計会社、事務所、工務店
 11.1%

製造業（防犯・防災関連） 9.4%
その他民間企業
（金融機関など防犯・
防災分野以外） 18.2%

一般 13.1%

その他 12.9%

各種協会・組合・団体
3.3%

流通業（防犯・防災関連） 7.8%

官公庁（国・中央省庁・地方自治体） 4.7％

医療機関、介護・福祉施設 3.4%

公共・商業等各種集客施設 0.8%

学校・教育・研究機関、施設
1.5%

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ
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ヤ

ラ

ワ
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主催者および事務局では、（公財）大阪観光局による「感染症拡大のリスクを抑え、
MICEを開催するための主催者向けガイドライン」、日本展示会協会による「展示会業
界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」に沿い、下記の通り十分な新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じた上で、2021年度の展示会を運営いたしました。
2022年度の展示会開催に向けても、政府・自治体・関連団体のガイドラインに沿
い、必要な対策を講じて参ります。

新型コロナウイルス感染症対策への取組み

■密を避け、フィジカル
　ディスタンス（最小1m）を
　確保するように徹底

■登録所には飛沫感染防止の
　アクリル板を設置

■会場入口での検温の実施 ■常時マスク着用の徹底

■会場内に必要十分な
　消毒液を設置し、入口・施設内での
　手洗いや消毒、咳エチケットを徹底

■全参加者に対し、大阪府
「大阪コロナ追跡システム」の
　登録および、厚生労働省
　「新型コロナウイルス
接触確認アプリCOCOA」の
　インストールを依頼

■セミナー会場でのフィジカル
　ディスタンス（最小1m）の
　確保徹底と講師演台への
　アクリル板設置

■セミナー終了ごとの座席や
　演台・備品の消毒

■窓・出入口などを可能な限り開放し、会場内の換気・外気の
取り込みを実施するとともに会場内に送風機を設置
■入口での来場者数の常時確認
■共用部やトイレの清掃・消毒の徹底
■主催者および会場スタッフの感染症対策を徹底
■参加者への直行・直帰の呼びかけ

※新型コロナウイルスの影響により、会期変更・規模縮小し開催しました。

※相互入場展からの来場者を含む･カッコ内は防犯防災総合展2021の来場者数
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主な出展規程

防犯防災総合展事務局
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15 （株）テレビ大阪エクスプロ内  TEL 06-6944-9915　FAX 06-6944-9912　E-mail infobbk@tvoe.co.jp

お問い合わせ

4・出展料金の支払い方法
主催者が出展申込書を受領後、出展料金の請求書を送付しますので、請
求書発行日の翌月末までに消費税込の合計金額を指定口座まで振り込む
ものとします。出展料金を期日までに支払わない場合は、出展申込を取り
消す場合があります。
なお、出展料金を含め、本展示会に関するすべての請求にかかる振込手数
料は、出展者が負担するものとします。

9・出展小間の引き渡し・小間装飾
通常小間は1小間あたり9㎡（間口3m×奥行3m）とします。隣接する出展者
との間に幅3m×高さ2.7mの壁面パネルを設置した状態で引き渡すこととし
ます。ただし、角小間の場合は、通路面にパネルを設置しません。
Sサイズ小間は1小間4㎡（間口2m×奥行2m）とします。隣接する出展者との
間に幅2m×高さ2.7mの壁面パネルを設置した状態で引き渡すこととします。
ただし、角小間の場合は、通路面にパネルを設置しません。
上記に定めた内容以外に装飾をする場合は、別に定める装飾規程（2022
年4月発表予定）に沿って小間装飾を行うものとします。

8・小間の転貸等の禁止
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もし
くは出展者相互において交換することはできません。 14・出展規程等の遵守

出展者は、主催者が定める出展規程や装飾規程、展示会運営方法（以下、
規程等）を遵守し、他の出展者の妨げにならないように展示を行わなければ
ならないものとします。主催者は規程等を違反した出展者に対して、その是正
と、場合により撤去を命じることができるものとします。
また、出展者は、会場施設に適用されるすべての消防および安全に関する法
規・注意事項も遵守しなければなりません。

11・展示物等の管理と免責
出展者は、搬入から会期、搬出の全期間中、責任をもって出展スペース内に常
駐し、展示物の保護、維持管理や来場者への対応にあたるものとします。
主催者は警備員を配置するなどして会場全体の管理・保全にあたりますが、出
展小間内に設置されている展示物等への天災、不可抗力、盗難、紛失などの
原因により生じる損失または損害について、その責任を負わないものとします。

10・出展物および展示装飾に関する規制
10-1 主催者は、出展者が出展申込書の出展内容欄に記載した内容、または、

出展小間内に設置された展示物や装飾物等について、展示会開催趣旨・
目的に沿わないと判断した場合、それらを出展者に撤去させる、または
出展を拒否できるものとします。なお、その場合、主催者は、撤去費用の
負担や出展料金の返金について、一切の責任を負わないものとします。

10-2 展示装飾について、近隣小間の出展者から苦情が出たとき、主催者が展
示会を運営する立場からその装飾内容を変更する必要があると判断した
場合、該当する出展者はその装飾内容を変更しなければならないものとし
ます。また、その場合に発生する費用等は出展者が負担するものとします。

7・出展小間位置の決定
出展小間位置の割り当ては、出展申込の順番や小間数、展示内容、出展実
績、会場の構成等を勘案したうえで、主催者にて決定するものとします。また、
主催者は、展示効果向上や来場者動線、消防等関係法令などと照合し、円
滑かつ安全な運営のため必要と判断した場合には、出展小間位置の変更を
することがあります。

12・損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、そ
の他の理由により、展示会場設備または展示会建造物、もしくは人身などに
対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。出展者は保険に
加入するなど、十分な対策を講じてください。

13・展示会中止時の対応
主催者は、天災および本項に定めるその他の不可抗力により展示会の開催
が著しく困難となった場合、会期・会場を変更、展示規模の縮小、または開
催を中止することがあります。主催者は、この決定および実行により被る出展
者に生じた損害や費用の増加、その他不利な事態に陥るなどに対する一切
の責任を負わないものとします。
13-1 会期変更の取り扱いについて：出展申込は、変更された会期等について

有効とし、会期変更などを理由として出展を取消すことはできません。
13-2出展料金の返金について：主催者が展示会開催を事前に中止した時は、既

納出展料金から下記に定める金額を返金します。その際、銀行振込手数料
は出展者の負担とします。また、主催者が会期変更（延期）を行った場合は、
やむを得ない場合を除き既納出展料金の返金は行わないものとします。

13-3 不可抗力について：戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、
害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、
国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または
規制など、主催者のコントロールの及ばないあらゆる原因をいいます。

3・出展申込締切
2022年3月31日（木）
ただし、上記締切以前であっても、出展申込が予定小間数に達した場合、
締め切りとします。

1・出展申込みシステムの利用
出展申込者（以下、出展者）が主催者の定める手続きを行い、出展申込（出
展申込みシステムの利用、出展申込書の郵送、ファックス・Eメール送信などの
手段により提出）を主催者が受領した時点で出展申込の契約成立とします。
ただし、出展者が出展資格を持たない、また出展内容が展示会開催趣旨・目的
に沿わないと主催者が判断した場合は、出展をお断りすることがあります。

6・主催者による出展申込契約の取り消し
6-1　主催者は、出展者が下記の場合に該当するとき、出展申込の契約を

取り消すことができます。
6-1-1出展者および共同出展者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関

係企業、総会屋等（以下、総称として「反社会的勢力」）と判明したとき
6-1-2出展内容が展示会開催趣旨・目的に沿わない場合
6-1-3その他、出展が著しく不相応と認められる場合
6-2　前項にて出展申込契約が取り消された場合でも、出展者は主催者に

出展料金（消費税込合計金額）を支払い、割り当てていた出展小間は、
主催者によって適切な方法で使用できるものとします。

2・共同出展者の取り扱い
2つ以上の企業・団体が共同出展をする場合は、原則として1つの企業・団体
が代表して出展申込を行い、出展料金などの請求をはじめとする主催者から
の連絡は、すべて代表申込者の実務担当者にのみ行うものとします。
共同出展を行う企業・団体名を、申込時に主催者に通知してください。通知がな
い場合、主催者が制作する印刷物等に名称が掲載されない場合があります。

5・出展申込の解約
5-1出展申込契約成立後に、申込の解約または申込内容の変更を行うこと
（申込小間数の削減など）は原則として認められません。やむを得ず、申込
の解約または申込内容の変更を行う場合は、その理由などを明記した文
書を主催者に提出し、承諾を得たときに認められるものとします。

5-2やむを得ず出展申込の解約、申込内容の変更を行う場合には、下記要領
に従って、解約料金を申し受けるものとします。

5-3 解約料金は、解約日決定後、直ちに支払うものとします。

書面による解約および変更通知を受理した日 解　約　料

2022年3月31日（木）以降 出展料金（税込）の全額

展示会開催中止を決定した日 返金の割合

2022年3月31日（木）まで
4月1日（金）～4月30日（土）まで
5月1日（日）～6月6日（月）まで

6月7日（火）～6月8日（水）（搬入・設営期間）
6月9日（木）（会期初日）

6月10日（金）（会期最終日・搬出期間）

出展料金の100％
出展料金の80％
出展料金の70％
出展料金の50％
出展料金の30％
返金なし
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