
コンバーティングテクノロジー総合展事務局
（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）

結城 歩実

加飾技術研究会 会員企業限定
特設ゾーンについて



1.展示会概要・展示プラン

2.展示会の特徴
-1.業種
-2.職種
-3.関心のある製品・技術

次第



展示会概要

2023年2月1日 (水) – 3日 (金) 東京ビッグサイト 東2・3ホール

オンライン会期：2022年12月1日 (木) – 2023年2月28日 (火) 

（過去実施例）

主催： 共催：



構成展示会・出展対象

意匠と機能を融合して新しい価値を
生み出す「加飾技術」の専門展

“新しい”付加価値を創造する
機能性マテリアルの総合展

「曲がる・伸びる・つながる」
5G時代に貢献するフレキシブルデバイスの専門展

“塗る・貼る・切る”
加工機械 / 技術の総合展

“ひと・社会・地球”のための
モノづくりを世界に。

［加飾フィルム・転写箔］
インモールド用ラミネートフィルム／インモールド用転写フィルム

／オーバーレイ転写フィルム／オーバーレイラミネートフィ
ルム／水圧転写用フィルム／蒸着フィルム／転写箔
／ホログラムフィルム 他

［加飾・転写装置］
3次元加飾成形技術／インサート成型／インモールドラミネー

ション／インモールドデコレーション／表面加工技術／
トリミング装置／各種金型 他

［加工技術］
各種加飾技術／各種成型加工／シボ加工／ヘアライン・サ

ンドブラスト／ヒート＆クール成形／加飾めっき技術／
塗装技術／光沢加工技術／仕上技術／デザイン・
設計 他
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東4～5ホール

東1～3ホール

東7,8ホール
東京ビッグサイト駅

次回 開催概要



加飾技術研究会 特設ブース位置

東2ホール東3ホール

TCT Japan

加飾技術研究会
特設ゾーン



会員様向けブース仕様

価格

180,000円 （税別）/1社
* 198,000円 （税込）

※1社1小間まで申込可
※展示パネルは会員企業様にてご用意ください。
※上記の図面は参考デザインです。
カタログスタンド・パイプイスは含まれておりませんので、ご希望の場合は別途追加で
お申込ください（有料）。その他にも各種備品のレンタルが可能です。
備品の追加は、出展者マイページ（WEB）より直接お申込いただきます。
（11月上旬OPEN予定)

72㎡・10社(予定)

備品 個数

社名版（ドライマウント） 1枚

壁面（システムパネル） W1000mm×H2700mm 2枚

展示台 W990mm×D700mm×H750mm
※ブースデザイン上、壁面と一体となっているため、動かせません
のでご注意ください。鍵はついておりませんが、別途発注すること
が可能です（有料）。防犯上、貴重品はロッカーには入れず、
お手元にお持ちいただきますようお願いいたします。

2台

カーペット 1個

スポットライト 1個

2口コンセント（500Wまで） 1個

※寸法は変更となる可能性がありますので、
予めご了承ください。



オンラインサービス

ブース出展 ブース出展

企業¥374,000  
独法¥198,000

(税込/1小間)

企画 / 4㎡ / 共同出展者

① 出展スペース９㎡ ● ●

② 出展者オンライン展示
（出展者検索ページ）

ブース出展される団体出展/共同出展者のみ
共同出展アカウントの発行が可能です。
共同出展者の掲載件数は3種類および
閲覧者データ取得となります。
オンライン展示では共同出展者の設定は
不可となります。

1ページ 1ページ

②-1
PR出来る製品情報点数

来場者が閲覧する出展者検索サイトにて、
掲載できる製品・サービスの点数となります。

●10種類 ●3種類

②-2 資料アップロード
出展者マイページから出展製品のカタログなど
（PDF）をアップロードできます。

●10種類 ●3種類

②-3 動画アップロード
出展者マイページから会社PR動画や商品・
サービスのデモ動画をアップし来場者にアピール
できます。

●10種類 ●3種類

②-4 閲覧者データの取得
②-2,-3の閲覧者情報が出展者マイページ
にてダウンロードが可能です。

● ●

③ビジネスマッチングシステム ● ●

④オンラインプロモーション

主催者によるオンライン展示広報プログラムにより
オンライン出展の効果を高めます。
・公式ホームページ ロゴ掲載
・出展者検索ページ バナー掲載
・出展者発行メルマガ広告（ヘッダー）×2回
・ガイドブック広告 1/4

サポートプログラム サポートプログラム

加飾技術研究会ブースに
ご出展の方はこちら！

製品情報アップは３種類まで

追加費用なしで利用可



前回と異なる点

①申込
https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/convertech

②お支払
展示会事務局より請求書を発行いたします。
直接展示会事務局へお支払いください。

③展示スペースの配置
展示会事務局にて決定のうえご連絡します。（11月予定）

④出展準備
出展者マイページのアカウントを展示会事務局より発行いたします。
提出必須：「装飾・施工基本情報届」、「電灯・電力工事/照明・コンセント申込書」

＜出展者マイページ機能＞
・請求書の発行 / ダウンロード
・公式HP掲載原稿（出展製品情報）の登録
・各種書類の提出（全社提出必須書類・レンタル備品申込等）

https://application.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2023/convertech


お申込方法・スケジュール

※お申込時にご注意いただきたいこと
・展示会名は「3DECOtech 2023」を選択
・「主催者企画ブース」欄に金額「180,000」、小間数「1」を記入
・連絡欄（ご要望等）に「加飾技術研究会特設ゾーンへの出展」を記入

※申込方法は、オンラインのみです
※定員になり次第、受付を終了する場合があります

【今後のスケジュール】

9月30日(金) パビリオン申込締切
10月下旬 出展者説明会（オンライン）
11月1日(火) 出展者マイページOPEN・出展情報登録
12月1日(木) オンライン展会期スタート・来場登録開始

ビジネスマッチングシステムOPEN
2023年1月上旬 レンタル備品、施工関係各種申請書類締切
2023年1月30日(月)-31日(火) 搬入及び施工
2023年2月1日(水)-3日(金)  会期
2023年2月28日(火) オンライン展会期終了

【申込期限】

9月30日(金)



出展者になぜ選ばれているか

1

2

※コンバーティングテクノロジー総合展2022開催報告書より抜粋



1.業種

2.職種

3.関心のある製品・技術

来場者データ



来場者データ1－業種

※コンバーティングテクノロジー総合展2022開催報告書より抜粋



来場者データ1－業種

※コンバーティングテクノロジー総合展2022開催報告書より抜粋



来場者データ2－職種

※コンバーティングテクノロジー総合展2022開催報告書より抜粋

※TCT Japan 2022
開催報告書より抜粋

R&D・製品開発・製造

35.6％



来場者データ3－関心のある製品・技術



来場者データ3－検索ワードランキング



特徴－ハイブリッド開催

リアル×オンライン

ハイブリッド開催



特徴－ハイブリッド開催

来場者

来場できない方の
約7割がオンラインを活用
感染症拡大の影響による出張制限あるいはスケ
ジュール都合を理由にオンライン機能を活用され
ていました。

70％

オンラインで
情報収集していると回答
オンラインもリアルも参加した方のうち
来場前に行った63％、
会期後に行った18％と回答

81％

*2022展示会同時開催展共通 来場者アンケートより



特徴－ハイブリッド開催

会社ロゴ
社名
小間番号

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

JTBコミュニケーションデザイン
小間番号：〇〇-××

社名or製品名クリックで
各社詳細ページへ

製品・サービス
動画掲載

製品・サービス
資料掲載

製品・サービス
画像掲載

資料・動画が

最大10種類ずつ掲載可能！



特徴－ハイブリッド開催

出展者マイページからいつでも
「資料/動画閲覧者情報リスト」
「セミナー視聴者リスト」をダウンロード可能。



特徴－ハイブリッド開催

出展者・来場者の
コミュニケーションプラットフォーム

気になる方に、
アポイント・メッセージが

送信可能に！



お問い合わせ先

コンバーティングテクノロジー総合展事務局
担当：結城 /萩 / 西田

Mail: convertech@jtbcom.co.jp
TEL: 03-5657-0761

https://www.convertechexpo.com

mailto:convertech@jtbcom.co.jp

