
産学連携・新技術展産学連携・新技術展第10回

おおた研究・開発フェア

申込締切 ６月２６日(金）

（ただし、定員に達し次第締め切ります）

お申込 https://www.pio-ota.jp/

主 催：大田区、公益財団法人大田区産業振興協会

後 援：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（予定）

一般社団法人大田工業連合会（予定）

2020年10月22日(木)･23日(金)

大田区産業プラザ （PiO) 京急蒲田駅徒歩３分

出展者
募集！



来場目的
70％
新製品・新技術の調査
提携先・共同研究先の調査

目的達成
84％
達成できた、ほぼできた

出展者アンケート

 別分野の技術にインスピレーションを感じた。

 大きい展示会よりも来訪者の方が熱心に感じました。

 いろいろな人の意見を聞いて、これからの研究に繋

がることが発見できた。

 実業に近い訪問者が多く、連携に繋がる可能性が高

いイベントだと思う。

 技術的な内容を聞いてくれる企業が多くメリットが

多かった。

来場者アンケート

 中小、大学の新技術が発見でき、小さな展示会ながら

も充実しています。

 研究開発の案件が多く、参考になりました。

 大学が積極的に出展していて良いと思う。

 展示会に大学・大手企業の参加もあり、出展者プレゼ

ンも興味深い内容があった。

 次回は出展してみたいと思った。

 ビッグサイト、メッセで開催される展示会では見たこ

とが無い技術があり良かった。

ものづくりの街「大田区」
－ 未来の技術が集まる場所
－ 未来の技術を求める人が集まる場所

おおた研究・開発フェアは、先端技術のシーズとニーズが出会う場です。
新しい技術を取り入れ、イノベーションや新事業創出を目指す企業等が多数来場します。

おおた研究開発フェア

第9回 開催結果

相談等件数

5,798件

出展目的
（複数回答可）

49％ 新技術・新製品のPR

57％ 共同研究、知財提供
等パートナー探し

19％ 研究成果の用途開発

出展成果
76％
あった、ややあった

出展成果
23％
共同研究・共同開発等の話がまと
まった（第8回4ヶ月後成果）



第10回おおた研究・開発フェア開催概要

出展者募集概要

会 期： 2020年10月22日(木)、23日（金） 10：00～17：00

会 場： 東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ（PiO) （京急蒲田駅から徒歩3分）

併催事業： 出展者プレゼンテーション、研究開発特別講演、各種セミナー等

出展対象： 国内外の企業・大学・高専・研究機関で

●新しい技術シーズを持っている

●知財提供、技術移転したい

●研究成果の用途開発、事業化をしたい

●共同研究先、産学連携、産産連携を求めている

●試作品の製造パートナーを探している

●開発した技術・製品をPRしたい 等の要望がある方々

出 展 料 ： 22,000円 (消費税込) / 1小間

※1小間 W1,980mm×D1,980mm×H2,400mm 程度

基本備品： スポットライト２灯/電源２口/社名板/

テーブル白布付×１/椅子×１

募 集 数 ： 107小間（大学･高専･研究機関57 / 企業50）

出展分野： 加工技術 / 材料技術 / 環境技術 / 海洋・航空宇宙 / 

IT・システム開発 / 機械・装置 / 計測・検査 / 新エネルギー / 電気・電子・通信 / 

MEMS・ナノテク / バイオ・農林水産 / 医療・ヘルスケア / ロボット技術 / 技術支援 / その他

スケジュール

10月22～23日

フェア当日

6月26日

出展申込締切

※1

申し込み

順に審査

※2

7月中旬

出展内容

登録

7月中旬

出展者ﾌﾟ

ﾚｾﾞﾝ申込

※3

10月21日

搬入･

設営

併催イベント（予定）

◆出展者プレゼンテーション （会場内のステージにて開催予定）

来場者に向けて技術の新規性・優位性等をPRしていただけます。

１セッション 20分×14出展者×2日（別途申し込み要）

◆研究開発特別講演、各種セミナー

最新技術等をテーマとした特別講演及びセミナーをお送りします。

◆同時開催

東京都立産業技術研究センター 城南支所 施設公開

※1 ただし定員に達し次第、締め切ります。

※2 出展申し込み時にご記載の「出展内容」を審査し、申し込み順に出展可否を連絡いたします。

※3 希望者数多数の場合は新規出展者を優先しての選考となります。



第１０回おおた研究・開発フェア 出展規約
1 基本条件
(1) 申込者は出展申込書の「出展内容」「出展分野」記載内容に関する展示を行うも
のとします。

(2) 主催者は、申込者の出展内容が「第10回おおた研究・開発フェア」（以下、「本展
示会」という。）の趣旨に合致しない場合には申込者に対し出展をお断りする場合が
あります。

(3) 主催者は、出展の申込順に出展申込記載の「出展内容」に従い選定を行います。
選定結果に対する不服申立ては認めないものとします。

(4) 申込者は、出展申込書記載内容のうち申込者の概要、出展する製品・技術等に関す
る内容について、主催者がパンフレット、ホームページ等に記載・掲載することに同
意するものとします。

2 出展料金の請求
(1) 事務局（(公財)大田区産業振興協会）が出展申込を受け取り、記載内容について
承認し、出展を許可する旨の通知をした時点で、本出展申込書に基づく出展契約が
成立したものとします。
ただし、請求書の指定する期日までに出展料金全額を完納するまでは、出展許可を
受けた申込者（以下、「出展者」という。）の小間を使用する権利は生じないものとしま
す。

(2) 出展料金は、1小間あたり¥20,000.-（消費税別）と し、この金額にコマ数を乗した金額が
出展料金の請求額となります。

(3) 出展者は、出展料金の請求額を請求書の指定する期日までに指定の口座にお振込
みください。

(4) 振込手数料については出展者が負担するものとします。
(5) 期限までに出展料金のお支払いが確認できない場合、出展契約を取消す場合があ
ります。その際には、出展料金に相当する金額をキャンセル料として申し受けますの
であらかじめご了承ください。

3 出展申込みの取消し
(1) 出展申込み後の小間の取消し、変更は原則として認めないものとします。
(2) 出展者の都合により小間の取消し又は変更があった場合には、出展者はその旨を
事務局あてに書面により通知してください。なお、その際には出展料金に相当する金
額をキャンセル料として申し受けますのであらかじめご了承ください。

4 小間位置の決定
(1) 小間位置に関しては会場ゾーニング、出展小間数を考慮して、主催者が決定します。
(2) 小間位置の決定後、展示効果の向上のために事務局側で小間図面の変更、小間の
再配置を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

(3) 出展者は小間位置の決定に対する不服申立て並びに小間位置の変更に対する不
服申立て及び賠償請求は行えないものとします。

5 小間の転貸等の禁止
出展者は、小間の全部又は一部を第三者に転貸、売買、交換、又は譲渡することはで
きません。

6 共同出展の取扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申込み（以下、「代表出展者」
という。）、共同出展する社名及び担当者名を事務局まで連絡してください。
なお、事務局からの連絡・資料の送付等は、代表出展者あてのみとします。また、公式
ホームページや印刷物・来場者への景品等の出展者情報の表示は代表出展者の社名
のみとします。

7 出展物等の設置及び撤去
(1) 出展者は後日事務局より通知された時間内に出展物等の会場への搬入及び設置を
行うものとします。

(2) 出展者は小間内の出展物の設置を会期初日の午前9時30分までに完了させるもの
とします。

(3) 出展者が(2)の時刻までに出展小間を占有しなければ事務局は契約が解除されたも
のとみなし、当該場所を事務局が使用できる権利を有するものとします。

(4) (3)により契約を解除された出展者は、同日に解除した場合のキャンセル料として出
展料金に相当する金額を支払うものとします。

(5) 出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動及び搬入の際には、必ず事務局の承認
を得た後に作業を行うものとします。

(6) 出展者は、小間内出展物、装飾品等を後日事務局より通知される時間内に撤去す
るものとします。指定された時刻までに撤去されない物については、出展者の費用に
より事務局が撤去します。

(7) 出展者は、小間内、前通路の床及び産業プラザ備品の机・イスを清掃して退去する
ものとします。

8 展示場の使用
(1) 実演又は他の宣伝営業活動（以下、「実演等」という。）は、すべて小間内において行
うものとします。

(2) 出展者は、実演等のために小間近くの通路が混雑し、他の出展者の営業活動を妨

害することがないように責任をもつものとします。
(3) 出展者は、近隣の小間の妨害となるような小間の運営を行うことはできません。
(4) 近隣の小間の出展者からの苦情に対して、事務局が展示会運営上の立場から小間
の変更が必要であると判断した場合、当該小間の出展者はその変更の要求に応じ
るものとします。

(5) 事務局は、出展に関わる音、臭い、操作、材料、その他の理由から問題があると思
われる展示物及び行為並びに展示会の目的にそぐわない展示物の展示及び行為を
制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。

(6) 事務局は、展示会運営上の立場から問題があると判断した場合、展示に関わる人、
物、行為、印刷物等を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、そ
の際の撤去は、出展者側の責任により行うものとします。

(7) 主催者は、(5)及び(6)による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害に
ついて一切の責任を負わないものとします。

9 廃棄物の処理
(1) 出展者は、展示廃棄物、使用済みの資材、ダンボール、小間内・周辺のごみ等を持
ち帰るものとします。

(2) 出展者は、廃棄物の持ち帰りができない場合、ごみ袋（処理費用含む。45L入り@300
円、

70L入り@500円）を会場で購入し、所定の場所に分別して廃棄するものとします。
(3) 廃棄物を放置した場合、処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実
費請求します。

10 契約の解除
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何らの催告なく、
本件出展契約を解除することができるものとします。この場合、主催者が損害を被った
ときは、出展者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
①出展料の全て又は一部を支払わない場合
②出展小間を展示会出展の目的以外に使用した場合
③出展小間を使用しない場合
④解散若しくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社
整理の各申し立てがあった場合

⑤公租公課につき滞納処分を受けた場合
⑥主催者の信用を失墜する事実があった場合
⑦その他主催者の定める規定に違反した場合

11 主催者の管理と免責
(1) 主催者は、出展物の管理及び保全について事故防止に細心の注意を払うものとしま
す。

(2) 主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた
出展者及びその関係者の損失又は損害（盗難、紛失、火災、損傷等）について、一
切の責任を負わないものとします。

(3) 事務局は、会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、出展
小間内に立ち入り、点検し、適宜の措置をとることができます。

12 損害賠償
(1) 主催者は、主催者に起因しない事由によるものである場合、出展者及びその代理
人・従業員・関係者が展示小間を使用することによって生じた物品・人身等に対する
損害に対して、一切の責任を負わないものとします。

(2) 出展者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備若しくは展
示会の建造物又は人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。

(3) 主催者は、本展示会媒体資料・データ等の偶発的な誤字・脱字等によって生じた損
害に対して、一切の責任を負わないものとします。

13 保険の推奨
会場への出展物の搬入開始から搬出終了までの期間について、出展者が必要と思わ
れるものについて損害・傷害保険に加入することを、主催者は推奨します。

14 展示会の中止
(1) 主催者の責めに帰さない事由により開催が妨害された場合、主催者の判断により会
期を変更又は開催を中止することがあります。

(2) 主催者は、前項により生じた損失又は損害について、一切の責任を負わないものと
します。

(3) 本事業は、大田区議会における令和2年度予算の議決を前提としております。

15 規約の遵守
(1) 出展者は、出展の申込みをもって、主催者が定める展示会の実施に係る規約を遵
守することに同意するものとします。なお、後日配布する「出展マニュアル」も、本出
展規約に付帯するものとして出展者は遵守しなければなりません。

(2) 出展内容により、法令・条例に基づく届出又は確認書の提出等が必要な場合、出展
者は別途指定する期日までにその届出又は確認書の提出等をしなければなりませ
ん（食品関係・アルコール販売関係・危険物等）。

第10回おおた研究・開発フェア 個人情報保護指針
事務局では、個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取扱うとともに、安全性を確保するために次の取組みを実施いたします。

1 個人情報保護に関する法令等の遵守
実施に係る個人情報の取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関係法令を遵守いたします。

2 第10回おおた研究・開発フェアとしての責務
個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的を達成するために必要な範囲内で行うことを明らかにした上で、本人の意思による情報の提供を受けることを原則とします。
また、個人情報の収集目的を超えた事務局内における利用及び事務局以外の者への提供は、大田区及び関連団体が行う、大田区自主事業に係る案内の場合や、大田区の
施策及びこれに関連する内容の案内・紹介等の場合を除き、一切いたしません。

公益財団法人大田区産業振興協会 イノベーション創出担当

TEL : 03-3733-6294 FAX : 03-3733-6459 Mail：innovation@pio-ota.jp
お問合せ

お申込み https://www.pio-ota.jp/


