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I.I.I.I. 建設技術審査証明建設技術審査証明建設技術審査証明建設技術審査証明    新技術展示会新技術展示会新技術展示会新技術展示会    についてについてについてについて    

１１１１....    新技術展示会の目的新技術展示会の目的新技術展示会の目的新技術展示会の目的 

建設技術審査証明協議会の会員が実施する建設技術審査証明事業において、技術審査を

終了し審査証明書を交付した民間の優れた建設技術を対象に、その内容を広く一般に紹介す

ることで、これらの建設技術の建設事業への適正かつ迅速な導入の促進及び建設技術水準

の向上に寄与することを目的として開催するものです。 

２２２２....    新技術展示会の内容新技術展示会の内容新技術展示会の内容新技術展示会の内容 

審査証明書取得技術の展示ブースにおける技術紹介 

II.II.II.II. 平成平成平成平成 22229999 年度新技術展示会の概要年度新技術展示会の概要年度新技術展示会の概要年度新技術展示会の概要    

１１１１....    開催概要開催概要開催概要開催概要 

①①①①    開催日時開催日時開催日時開催日時 

  平成 29 年 9 月 5 日（火）  10：00～17：00（予定） 

②②②②    開催会場開催会場開催会場開催会場 

国立研究開発法人土木研究所の「「「「土研新技術ショーケース土研新技術ショーケース土研新技術ショーケース土研新技術ショーケース 2017201720172017    in in in in 東京東京東京東京」」」」と同会場で開催いた

します。 

  会場： 一橋大学一橋講堂    

  住所： 東京都千代田一ツ橋町 2-1-2 学術総合センター内 

【会場へのアクセス】 

・「神保町駅」  東京メトロ 半蔵門線 

           都営 三田線、新宿線 

（A9 出口 徒歩 4 分） 

・「竹橋駅」  東京メトロ 東西線 

（1b 出口 徒歩 4 分） 

●お車でいらっしゃる方 

 会場には駐車場はございません。近隣の駐車

場をご利用ください。 
 
一橋講堂ＨＰ 
http://www.hit-u.ac.jp/hall/index.html 

会場へのアクセス 

http://www.hit-u.ac.jp/hall/file/menu-016/file_01.pdf 

 

※ご注意ください 
日本教育会館「一橋ホール」「一橋ホール」「一橋ホール」「一橋ホール」は別の施設です。 
 

一橋一橋一橋一橋    

講講講講

堂堂堂堂    

一橋一橋一橋一橋    

講堂講堂講堂講堂    
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２２２２....    参加対象参加対象参加対象参加対象 

①①①①    対象技術対象技術対象技術対象技術 

建設技術審査証明協議会の会員が実施する建設技術審査証明事業において、技術審査を

終了し審査証明書を交付した民間の優れた建設技術。 

【原則として、参加対象は、概ね平成 28 年 8 月～平成 29 年 7 月末日までに審査証明書を交

付した技術】 

②②②②    参加企業参加企業参加企業参加企業 

 上記①を開発した民間法人等。 

３３３３....    平成平成平成平成 29 年度年度年度年度    準備スケジュール準備スケジュール準備スケジュール準備スケジュール 

締切り等
期　日

P8参照

P8参照

P9参照

P9参照

P9参照

8月25日
（金）

・前日に展示品を持参される場合は、この時間内にお持込、設置をして
ください。

・会場受付にて、参加者受付をしてください。
・当日、展示品を持参される場合はこの時間に設置をしてください。

・説明員を配置し、見学者対応をお願いいたします。

・18：00～18：30　展示物撤去（参加企業）

手続き・提出書類・準備等に関する内容

7月25日
（火）

　展示品等の送付締切り　　展示品等の送付締切り　　展示品等の送付締切り　　展示品等の送付締切り　（参加企業）
　　　事前に展示品を送付される場合

　『展示テーブルレイアウト提出書(提出資料－Ｄ)』提出　　『展示テーブルレイアウト提出書(提出資料－Ｄ)』提出　　『展示テーブルレイアウト提出書(提出資料－Ｄ)』提出　　『展示テーブルレイアウト提出書(提出資料－Ｄ)』提出　（参加企業）

　『展示基礎パネル掲載レイアウト提出書(提出資料－Ｃ)』提出　　『展示基礎パネル掲載レイアウト提出書(提出資料－Ｃ)』提出　　『展示基礎パネル掲載レイアウト提出書(提出資料－Ｃ)』提出　　『展示基礎パネル掲載レイアウト提出書(提出資料－Ｃ)』提出　（参加企業）

　【17：00～17：30】　会場撤去　【17：00～17：30】　会場撤去　【17：00～17：30】　会場撤去　【17：00～17：30】　会場撤去

9月4日
（月）
前日

　【18：00～19：30】前日準備　【18：00～19：30】前日準備　【18：00～19：30】前日準備　【18：00～19：30】前日準備

　【9：00～9：30】参加企業受付　【9：00～9：30】参加企業受付　【9：00～9：30】参加企業受付　【9：00～9：30】参加企業受付

　『展示物の返却等に関する確認書(提出資料－E)』提出　　『展示物の返却等に関する確認書(提出資料－E)』提出　　『展示物の返却等に関する確認書(提出資料－E)』提出　　『展示物の返却等に関する確認書(提出資料－E)』提出　（参加企業）

　『展示技術名等確認書(提出資料－Ａ)』提出　　『展示技術名等確認書(提出資料－Ａ)』提出　　『展示技術名等確認書(提出資料－Ａ)』提出　　『展示技術名等確認書(提出資料－Ａ)』提出　（参加企業）

　『プログラム用技術概要提出書(提出資料－Ｂ)』提出　　『プログラム用技術概要提出書(提出資料－Ｂ)』提出　　『プログラム用技術概要提出書(提出資料－Ｂ)』提出　　『プログラム用技術概要提出書(提出資料－Ｂ)』提出　（参加企業）

8月22日
（火）

9月5日
（火）
開催日

　【10：00～17：00】展示会実施　【10：00～17：00】展示会実施　【10：00～17：00】展示会実施　【10：00～17：00】展示会実施
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III.III.III.III. 展示ブースについて展示ブースについて展示ブースについて展示ブースについて    

１１１１....    展示方法展示方法展示方法展示方法 

・１技術ごとに、１ブース（壁面＋テーブル）を割り当てます。 

・各ブースへの展示品は、各参加企業にて準備願います。 

  ◆壁面に掲示するポスター・パネル類 

  ◆展示テーブルへの展示品等（模型、報告書、パンフレット、ＰＣ等） 

参加企業にて用意されたものをそのまま展示します。 

 （（（（詳細は詳細は詳細は詳細は後述の【Ｐ後述の【Ｐ後述の【Ｐ後述の【Ｐ....８８８８～～～～    提出資料等提出資料等提出資料等提出資料等    作成要領】を参照願います）作成要領】を参照願います）作成要領】を参照願います）作成要領】を参照願います）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２....    展示ブースでの説明展示ブースでの説明展示ブースでの説明展示ブースでの説明 

 展示に関する質疑への対応のため、必ず展示説明員を配置してください。 

３３３３....    展示風景展示風景展示風景展示風景（（（（平成平成平成平成 28 年度年度年度年度））））                                                                                                                                            

 

                                 

【タイトルボード】 

開発技術名及び開発会社名 

（主催者にて作成） 【掲示スペース】 

技術概要 

（参加企業にて準備された 

パネル・ポスターを掲示） 

幅 900mm 

テーブル奥行 

450mm 

300mm 

1100mm 

開発技術名 開発会社名 

 

※ポスターなど 

掲示スペース 

※ 壁面の展示基礎パネル（タイトル

ボード付き）、展示テーブルは主

催者が用意します。 

※ 基礎パネル及び展示テーブル

は、簡易に作成しておりますの

で、重量のあるものは展示できな

い場合があります。 

※ 展示ブースで電源を希望する方

は（提出資料－Ａ）（提出資料－Ａ）（提出資料－Ａ）（提出資料－Ａ）へ明記してく

ださい。 

【タイトルボード】 
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４．４．４．４．展示会当日の注意事項展示会当日の注意事項展示会当日の注意事項展示会当日の注意事項 

①①①①    参加企業受付参加企業受付参加企業受付参加企業受付 

・受付時間（（（（9999：：：：00000000～～～～9999：：：：33330000））））に必ず、受付を済ませてください。 

 名札 2 名分、プログラム、展示物の返却等に関する確認書をお渡しします。 

・展示物を当日持ち込まれる場合は、9999：：：：00000000～～～～9999：：：：33330000 に準備を済ませてください。(10101010：：：：00000000 開場予定) 

②②②②    展示ブースの確認展示ブースの確認展示ブースの確認展示ブースの確認 

・受付を済ませた後に、展示ブースの確認をお願いします。 

開会と同時に来場者が予想されるため、参加企業毎に展示ブースで 

来場者への質疑等の対応をお願いいたします。 

③③③③    展示会閉会後展示会閉会後展示会閉会後展示会閉会後    

・閉会後（17：00 閉会予定）すぐに撤収作業を開始します。（17171717：：：：30303030 時までに撤収完了時までに撤収完了時までに撤収完了時までに撤収完了） 

・展示品等の速やかな撤収をお願いいたします。 

・なお、展示品等の扱いに関しては、事前に申請いただきます。 

  ◆持ち帰る ◆主催者側に撤収・返送（送料着払）を委託 ◆会場で処分 

（「展示物の返却等に関する確認書」（提出書類-Ｅ）にて申請） 

４４４４....    参加費について参加費について参加費について参加費について 

①①①①    参加費用参加費用参加費用参加費用 

 参加企業による均等負担でお願いしており、展示会終了後、建設技術審査証明協議会より請

求させていただきます。 

 参加費用は、参加費用は、参加費用は、参加費用は、3333 万円万円万円万円～～～～４４４４万円万円万円万円を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。（参加企業数により変わります） 

 なお、ポスター・パンフレットの作成・発送等の広報に要する費用は協議会が負担します。 

②②②②    請求先請求先請求先請求先 

 請求先等については、展示会終了後協議会より各技術開発会社へ確認させていただきます。 

③③③③    請求時期請求時期請求時期請求時期 

 請求時期は 11 月中旬を目途に、建設技術審査証明協議会より請求させていただきます。 
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IV.IV.IV.IV. 実施主体・問い合わせ窓口実施主体・問い合わせ窓口実施主体・問い合わせ窓口実施主体・問い合わせ窓口    

１１１１....    実施主体実施主体実施主体実施主体 

         

 
    

２２２２....    お問合せ先及び各種資料等の送付先お問合せ先及び各種資料等の送付先お問合せ先及び各種資料等の送付先お問合せ先及び各種資料等の送付先    

①①①①    展示会全般に係わるお問合せ先（主催者）展示会全般に係わるお問合せ先（主催者）展示会全般に係わるお問合せ先（主催者）展示会全般に係わるお問合せ先（主催者） 

    建設技術審査証明 平成 29 年度技術展示会 担当会員 

      （建設技術審査証明協議会普及ワーキンググループ） 

一般財団法人 先端建設技術センター 企画部  中澤 直樹 

               〒112-0012 東京都文京区大塚 2－15－6 ニッセイ音羽ビル 4Ｆ 

               ＴＥＬ ０３－３９４２－３９９１ 

               ＦＡＸ ０３－３９４２－０４２４ 

               Ｅ－ｍａｉｌ： nakazawa@actec.or.jp 

②②②②    展示等についてのお問合せ先／各種資料等送付先（協力イベント会社）展示等についてのお問合せ先／各種資料等送付先（協力イベント会社）展示等についてのお問合せ先／各種資料等送付先（協力イベント会社）展示等についてのお問合せ先／各種資料等送付先（協力イベント会社） 

       ニッセイエブロ株式会社 杉本・栗林 宛 

               〒105－0004  東京都港区新橋 5－20－4 

               ＴＥＬ ０３－５７３３－５１５１ 

               ＦＡＸ ０３－５７３３－５１６４ 

               Ｅ－ｍａｉｌ： shingijutsu29@eblo.co.jp 

 

主 催 ： 建設技術審査証明協議会 

一般財団法人 国土技術研究センター       

一般財団法人 土木研究センター 

一般財団法人 日本建設情報総合センター   

公益社団法人 日本測量協会 

一般社団法人 日本建設機械施工協会      

一般財団法人 ダム技術センター 

一般財団法人 日本建築センター      

一般財団法人 建築保全センター 

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター  

公益財団法人 日本下水道新技術機構      

一般財団法人 先端建設技術センター      

公益財団法人 都市緑化機構 

一般財団法人 日本地図センター         

一般財団法人 ベターリビング 

 後援（予定）：国土交通省 

国立研究開発法人 土木研究所 

国立研究開発法人 建築研究所 

公益社団法人 土木学会          

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会 

一般社団法人 全日本建設技術協会   

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

一般社団法人 全国建設業協会      

一般社団法人 日本建設業連合会 

公益社団法人 日本下水道協会 
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V.V.V.V. 提出資料等提出資料等提出資料等提出資料等    作成要領作成要領作成要領作成要領    

１１１１....    提出資料等の作成提出資料等の作成提出資料等の作成提出資料等の作成 
 以下の要領に基づき、提出資料－Ａ～提出資料－Ａ～提出資料－Ａ～提出資料－Ａ～EEEE を作成し、各提出期限までに送付してください。 

 なお、提出資料の作成に当たっては、当協議会のホームページより書式をダウンロードして

いただき、電子データでの作成をお願いいたします。 

 展示会までの時間的な制約がありますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

提提提提出資料－Ａ～Ｅ出資料－Ａ～Ｅ出資料－Ａ～Ｅ出資料－Ａ～Ｅの書式は、建設技術審査証明協議会ホームページよりダウンロードし、の書式は、建設技術審査証明協議会ホームページよりダウンロードし、の書式は、建設技術審査証明協議会ホームページよりダウンロードし、の書式は、建設技術審査証明協議会ホームページよりダウンロードし、    

ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。    

（（（（ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ））））http://www.jacic.or.jp/sinsa/index.htmlhttp://www.jacic.or.jp/sinsa/index.htmlhttp://www.jacic.or.jp/sinsa/index.htmlhttp://www.jacic.or.jp/sinsa/index.html    

２２２２....    各種提出書類について各種提出書類について各種提出書類について各種提出書類について 

①①①①    展示技術名等確認書（提出資料－Ａ）展示技術名等確認書（提出資料－Ａ）展示技術名等確認書（提出資料－Ａ）展示技術名等確認書（提出資料－Ａ） 

【作成要領】・本展示会の開催にあたり参加技術の基礎情報を確認するための書類です。 

・各項目に漏れのないようご記入の上、提出してください。 

※展示ブースで電源を希望する方は、準備の関係上、この資料に明記してくだ

さい。 

②②②②    プログラム用技術概要提出書プログラム用技術概要提出書プログラム用技術概要提出書プログラム用技術概要提出書（提出資料－Ｂ）（提出資料－Ｂ）（提出資料－Ｂ）（提出資料－Ｂ）    

【作成要領】・「開催プログラム」に掲載する技術概要の原稿となります。 

        ・プログラムは、提出いただいたデータを基に、カラーにて作成カラーにて作成カラーにて作成カラーにて作成します。 

          ※プログラムの作成には、提出いただいた電子データをそのまま使用させてい

ただきますので、十分校正の上、提出いただきますようよろしくお願いいたしま

す。    

（以上（以上（以上（以上    提出資料提出資料提出資料提出資料Ａ・Ａ・Ａ・Ａ・ＢＢＢＢ    送付先）送付先）送付先）送付先）    

 

提出期限： 平成２９年 ７月２５日(火)【厳守】 

提出方法： Ｅ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌにて提出願います。 

   （提出先） ニッセイエブロ株式会社 杉本・栗林 宛 

                     Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：    shingijshingijshingijshingijutsuutsuutsuutsu29292929@eblo.co.jp@eblo.co.jp@eblo.co.jp@eblo.co.jp    
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③③③③    展示基礎パネル掲載レイアウト提出書展示基礎パネル掲載レイアウト提出書展示基礎パネル掲載レイアウト提出書展示基礎パネル掲載レイアウト提出書（提出資料－Ｃ）（提出資料－Ｃ）（提出資料－Ｃ）（提出資料－Ｃ）    

【作成要領】・壁面に掲示するポスター・パネルなどを貼るレイアウト指示です。 

・展示基礎パネルのサイズは、縦 1100mm×横 900mm に収まる範囲で、『技術

概要』を掲示してください。 

・展示基礎パネルへの掲示につきましては、送付いただいたポスター・パネル

等を当方で両面テープ等を用いて直接展示基礎パネルに貼り付けしますので、

原寸で作成されたもの（出力紙またはポスター・パネル等）を送付してください。 

・展示するポスター・パネル等が複数ある場合は、裏面に通し番号で「書類番裏面に通し番号で「書類番裏面に通し番号で「書類番裏面に通し番号で「書類番

号」号」号」号」を記載してください。 

・パネル上部のタイトルボード「開発技術名及び開発会社名」は主催者が用意し

ます。       

④④④④    展示テーブルレイアウト提出書展示テーブルレイアウト提出書展示テーブルレイアウト提出書展示テーブルレイアウト提出書（提出資料－Ｄ）（提出資料－Ｄ）（提出資料－Ｄ）（提出資料－Ｄ） 

【作成要領】・展示テーブル（450mm×900mm）に展示する展示品（模型、報告書、パンフレッ

ト、ＰＣ等）のレイアウト指示です。 

            ・通常の長テーブルとなりますので、あまり重量があるものはご遠慮ください。 

・パソコンなど展示ブースで電源を希望する方は、準備の関係上（提出資料－（提出資料－（提出資料－（提出資料－

Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）へ記入ください。 

⑤⑤⑤⑤    展示物の返却等に関する確認書（提出資料－Ｅ）展示物の返却等に関する確認書（提出資料－Ｅ）展示物の返却等に関する確認書（提出資料－Ｅ）展示物の返却等に関する確認書（提出資料－Ｅ） 

【作成要領】・展示物（ポスター、パネル、報告書等）の返却方法の確認です。 

            ・持ち帰る、主催者側に撤収・返送（送料着払）を委託、処分を明記していただき、

返却ご希望の場合は、送付先をご記入ください。 

            ・パソコンなどの精密機械や貴重品に関しては、お持ち帰りください。 

⑥⑥⑥⑥    展示物（ポスター、パネル、報告書等）展示物（ポスター、パネル、報告書等）展示物（ポスター、パネル、報告書等）展示物（ポスター、パネル、報告書等） 

・事前に送付される場合は８月２５日（金）着までに送付ください。 

            ・持参の場合は、前日（１８：００～１９：３０）、当日（９：００～９：３０）にお持込みく

ださい。 

（以上（以上（以上（以上    提出資料Ｃ・提出資料Ｃ・提出資料Ｃ・提出資料Ｃ・ＤＤＤＤ・Ｅ・Ｅ・Ｅ・Ｅ、展示物、展示物、展示物、展示物    送付先）送付先）送付先）送付先） 

提出期限： 平成２９年８月２２日(火)【必着】 

提出方法： Ｅ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌにて提出願います。 

また、お送りいただく展示品にも同梱してください。 

（提出先） ニッセイエブロ株式会社 杉本・栗林 宛 

                     〒１０５－０００４  東京都港区新橋５－２０－４ 

                     ＴＥＬ ０３－５７３３－５１５１ 

                     ＦＡＸ ０３－５７３３－５１６４ 

                     Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：Ｅ－ｍａｉｌ：    shingijshingijshingijshingijutsu29utsu29utsu29utsu29@eblo.co.@eblo.co.@eblo.co.@eblo.co.jpjpjpjp    
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３３３３....    提出書類提出書類提出書類提出書類等等等等一覧一覧一覧一覧 

提出資料等提出資料等提出資料等提出資料等 締切期日締切期日締切期日締切期日 提出方法提出方法提出方法提出方法 提出先提出先提出先提出先

提出資料－Ａ
　「展示技術名等確認書」

提出資料－Ｂ
　「プログラム用技術概要提出書」

提出資料－C
　「展示基礎パネル掲載レイアウト提出書」

提出資料－D
　「展示テーブルへレイアウト提出書」

提出資料－E
　「展示物の返却等に関する確認書」

展示基礎パネルへの掲示品、
展示テーブルへの展示品

8月25日（金）
郵送

宅配便

展示基礎パネルへの掲示品、
展示テーブルへの展示品
　※持参の場合

【前日】
9月4日（月）

18：00～19：30
【当日】

9月5日（火）
9：00～9：30

直接会場へご持参

（※会場への郵送は出来ません）

7月25日（火）

ニッセイエブロ株式会社
杉本・栗林　宛

〒105-0004
東京都港区新橋5-20-4

TEL：03-5733-5151

Mail ：
shingijutsu29@eblo.co.jp

メール

メール8月22日（火）

 

以上 

    


