
第11回 中部ライフガード TEC2023
防災・減災・危機管理展

2023年12月6日（水）・7日（木）会 期

ポートメッセなごや 第3展示館（名古屋市国際展示場）会 場

中部ライフガードTEC事務局〈名古屋国際見本市委員会〉お問合せ

名古屋国際見本市委員会
主　催 共　催

出展のご案内出展のご案内
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（公財）名古屋産業振興公社
［事務局：国土交通省 中部地方整備局］

南海トラフ地震対策
中部圏戦略会議

出展のお申込はWEBから！

〒464-0856  名古屋市千種区吹上二丁目6番3号  名古屋市中小企業振興会館5階
TEL：052-735-4831  FAX：052-735-4836  E-mail：lifetec@nagoya-trade-expo.jp

第11回 中部ライフガード TEC2023 防災・減災・危機管理展 出展申込書

第11回 中部ライフガードTEC2023の出展規程を了承し、下記のとおり出展を申込みます。

http://
https://

フリガナ

242,000円（税込）

217,800円（税込）

121,000円（税込）

20

車両の展示……………□ある　□なし 裸火の使用………………□ある　□なし
危険物の持込み………□ある　□なし アンカーボルト打設 ……□ある　□なし
給排水設備の使用……□ある　□なし エアーの供給……………□ある　□なし 試食 ……… □ある　□なし

60,500円（税込）

主催者が基礎小間を設営します。
２小間までの受付となります。

スペース渡しとなります。
４土間以上でお申込みください。

スペース渡しとなります。
屋内展示ができないと事務局が判断した場合のみ受付いたします。

□ 地震対策 □ 風・水・雷害対策
□ BCP・BCM関連 □ IT・システム関連
□ その他防災・減災対策 □ 企画コーナー「いざに備える」

□ ロボット・ドローン関連
□ 避難・備蓄対策

主催者が基礎小間を設営します。※カド小間の場合、通路側には間仕切壁は設けません（パネルが吊れません）。
支障があるときはチェックしてください。　□カド小間を希望しない
小間割りの参考とさせていただきますが、すべての希望にはお応えいたしかねます。ご承知おきください。

建設技術フェア
2023 in 中部

2023年12月6日（水）・7日（木）検 索中部ライフガードTEC

構成：名古屋市・愛知県・名古屋商工会議所・
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター・
（公財）名古屋産業振興公社

中部ライフガードTECの特徴
南海トラフ地震対策中部圏戦略会議との共催！01

防災意識のさらなる向上と防災・減災関連産業振興を図るために「南海トラフ地震対策中
部圏戦略会議」と協力・連携します。展示や広報で協力をいただきます。
南海トラフ地震対策中部圏戦略会議とは…
東日本大震災の教訓を踏まえ、地震の被害や経済への影響を最小にするため、中部圏の
国、地方公共団体、学識経験者、地元経済界等が設立。南海トラフ地震等の巨大地震に
対して総合的かつ広域的視点から関係機関が一体となって重点的・戦略的に取り組むべ
き事項を「中部圏地震防災基本戦略」として協働で策定し、取り組みを進めている。

様々な業種の来場者！ 決定権者も多数来場します！02
中部地区を中心に、製造業・メーカー、流通・サービス業、建築・土木関係者に加え、国・自治体の防災担当者など
専門性を有した幅広い業種の方々がご来場されます。また、役職比率は50％以上、決定権者のご来場が多数あ
りますので、製品や技術を効果的に訴求いただけます。

専門の講師陣をお迎えして、
防災・減災・危機管理講演会を開催します！

03

国や自治体の施策や取組みに加え、自然災害などに対する最新動向や取組み方
法など今注目されるテーマの講演会を開催し、展示会の集客につなげます。
※講演会の内容は変更する場合があります。

出展者をサポートする企画があります！04
●会場内で、プレゼンテーションを実施していただけます（無料）。製品や技術、サービスなどをより詳しく具体
的に来場者へアピールする場として、是非ご活用ください。また、プレゼンテーション情報はリーフレットやガ
イドブックにも掲載いたしますので、ブースへの集客増加のツールとしてもお役立てください。
※内容は変更する場合があります。
●公式ホームページにバナー広告を掲載いただけます（有料）。
トップページの目立つ場所に掲載します。

中部地区最大級の建設関連展示会
「建設技術フェアin中部」と同時開催します！

05

国・自治体、建築・土木、施工、コンサルティング等幅広い関係者へのPRに
よって、新規顧客の開拓や販路拡大につながる相乗効果をご期待ください。

出展のお申込み、お問合せ先

前回実績　来場者数16,786人（建設技術フェアと同時開催）

国・自治体・
官公庁
17％
建築・土木
11％

ライフライン
事業 3％製造・
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教育・研究機関2％
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16％係長・主任

18％
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その他
9％

来場者分類：業種 来場者分類：職種 来場者分類：役職

中部ライフガードTEC事務局〈名古屋国際見本市委員会〉
〒454-0856 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　名古屋市中小企業振興会館5階
TEL：052-735-4831  E-mail：lifetec@nagoya-trade-expo.jp

ホームページ：https://www.lifeguardtec.com/

第11回 中部ライフガード TEC2023
防災・減災・危機管理展

防災・減災・危機管理などに寄与する技術・製品・サービスなど幅広く募集します。

令和5年4月14日（金）まで（出展料金 10％割引）
「中部ライフガードTEC」に初出展します。（出展料金 10％割引）
「中部ライフガードTEC2022」に出展しました。（出展料金 10％割引）

□ 早期申込割引
□ 新規出展割引
□ 継続出展割引



自然災害大国である日本では、毎年各地で、地震や台風をはじめとした自然災害による深刻な被害が発生
しています。また、中部圏では、甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震の発生に対する取組みの推進
が地域社会全体の課題となっています。
一方、昨今はデジタル化が進み、便利な生活がもたらされる反面、サイバー攻撃による情報の流出や機能
の停止といった脅威が身近なものとなり、サイバーセキュリティ対策・情報セキュリティ対策の構築は急務と
なっております。
このような危険に遭遇したとき、被害を最小限にとどめるためには、平常時から一人ひとりが危険への
関心を強く持ち、いざというときに適切な行動がとれるよう意識を高め、日々備えることが重要となります。
今回で11回目となります本展は、災害の発生に備える「防災・減災・危機管理」に向けて役立つ製品や技術、

サービスを一堂に展示紹介することで、企業や社会の防災力・危機管理能力の向上を目指すとともに、関連
産業の振興を図ることを目的に開催いたします。

名古屋国際見本市委員会　事務局　　

「第11回中部ライフガードTEC2023～防災・減災・危機管理展～」開催趣旨

開催概要

全体スケジュール

出展料金割引制度（併用可）

出展形態と出展料金

出展申込み開始

2023年3月15日
早期申込割引締切

2023年4月14日
出展申込締切

2023年6月30日
出展者説明会

2023年8月3日（予定）
開催期間

2023年12月6日～7日

⑤支柱
①後壁

⑦突き出し
　社名板

③パラペット

④社名板

⑧コンセント

⑥フレーム
②間仕切り壁

通路に接する場合
間仕切り壁はあり
ません。（開口）

立面図
１小間タイプ

（申請中）

（申請中　順不同）

2023年12月6日（水）・7日（木）　［6日/10：00～17：00 ・ 7日/10：00～16：00］

名古屋国際見本市委員会
（公財）名古屋産業振興公社

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）　名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地
構成：名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター、（公財）名古屋産業振興公社

構成機関は2022年5月現在のものです。

出展対象分野

地震対策 BCP・BCM関連 その他
防災・減災対策

風・水・雷害対策 IT・システム関連

企画コーナー
「いざに備える」

ロボット・ドローン関連 避難・備蓄対策

耐震補強、免震基礎、耐震診断、
液状化対策、地震感知装置、飛散
防止フィルム、耐震シェルター、
津波シェルター、津波タワー  など

策定コンサルティング、構築支援、
緊急連絡、無線機、非常電源
など 火災救助対策機器（防火・消防

設備、救助・救護設備・機器）、労
働安全衛生対策機器（熱中症
対策機器、安全・防護対策機
器）、検知器、測定器、防災・安
全標識　など

豪雨対策機器、土砂災害対策、
水位計、排水ポンプ、止水板、防水
扉・防水板、避雷針、雷サージ対策
機器　など

ディザスタリカバリ、安否確認システム、
クラウドシステム、データセンター、
バックアップセンター、サイバーセキュ
リティ、エンドポイントセキュリティ、
ゼロデイ攻撃対策、サイバー保険、
ウイルス対策　など

非常食、保存食、保存用飲料水
など飲食物備蓄品
※当日は、会場内でのサンプル
配布などにご協力ください。

※飲食備蓄品以外の出展はでき
ません。

ドローン、マルチコプター、レス
キューロボット、無人機による支援
物資輸送・被災状況把握　など
※ドローンの飛行はできません。

避難所関連設備・製品、防災備蓄品、
非常用トイレ、簡易ベッド、停電対策
商品、特殊車両、救助車両　など

特別
料金

令和5年4月14日（金）までにお申込みの場合、出展料を10％割引します。

中部ライフガードTECに初めてご出展される場合、出展料を10％割引します。

中部ライフガードTEC2022にご出展された場合、出展料を10％割引します。

早期申込割引

新規出展割引

継続出展割引

出展形態 通常出展料金 備　考

小間出展 242,000円（税込）／1小間
１小間：間口3,000㎜×奥行3,000㎜×高さ2,700㎜
（芯々寸法：間口2,970㎜×奥行2,970㎜×高さ2,700㎜）（内寸法：間口2,930㎜×奥行2,930㎜×高さ2,700㎜）
カド小間の場合、通路側の間仕切壁は設けません。複数小間出展の場合、間の間仕切壁は設けません。
後壁、間仕切壁、パラペット、社名板1枚、突出し社名板、蛍光灯2灯、長机（白布付）1本、パイプ椅子2脚、電気供給
〈1～2小間：1kWまでの電気使用料及びコンセント1個、3小間以上：2kWまでの電気使用料及びコンセント2個〉

土間出展 217,800円（税込）／1土間
１土間：間口3,000㎜×奥行3,000㎜　スペース渡し
※4土間以上のみの受付※
社名板（自立式）1枚、電気供給〈2kWまでの電気使用料及びコンセント2個〉

屋外出展 60,500円（税込）／1土間
１土間：間口3,000㎜×奥行3,000㎜　スペース渡し（壁面等一切ありません）
※『第3展示館隣接地』にて展示予定※
※内燃機関の稼働を伴う実演や、重量物などで屋内展示ができないと事務局が判断した場合のみ受付※
社名板（自立式）1枚、電気供給〈1～5土間：1kWまでの電気使用料及びコンセント1個、6土間以上：2kWまでの
電気使用料及びコンセント2個〉

企画コーナー
いざに備える 121,000円（税込）／1小間

１小間：間口3,000㎜×奥行3,000㎜×高さ2,700㎜
（芯々寸法：間口2,970㎜×奥行2,970㎜×高さ2,700㎜）（内寸法：間口2,930㎜×奥行2,930㎜×高さ2,700㎜）
カド小間の場合、通路側の間仕切壁は設けません。複数小間出展の場合、間の間仕切壁は設けません。
※2小間までの受付※
後壁、間仕切壁、パラペット、社名板1枚、突出し社名板、電気供給〈1kWまでの電気使用料及びコンセント1個〉

２０２３年３月１５日（水）から２０２３年６月３０日（金）
※満小間になり次第、締切りとなります。

出展規程 ※出展に際しては、必ずご一読いただき、これを遵守していただきますようお願い申し上げます。

募集期間

「出展申込フォーム」もしくは「出展申込書」（以下「フォーム等」という）からお申込みください。
「出展申込フォーム」による場合は、必要事項を入力し、送信してください。送信ボタンが押された時点で
正式受付とさせていただきます。「出展申込書」による場合は、必要事項を記入（押印不要）し、下記出展
申込書の提出先宛てに送付してください。事務局が受理した時点で正式受付とさせていただきます。出展
申込書は写しをとり、貴社控えとして保管してください。

出展申込み方法

代表者名は、本展への出展について、責任と権限を有する方のお名前をご記入ください。代表者宛てに
開会式の案内を送付いたします。連絡先は、本展への出展に際し、事務局との連絡窓口となる方の
お名前、住所などをご記入ください。本展にかかわる連絡、書類の送付などは担当者宛てとさせて
いただきますので、担当者に変更があった場合は、必ず事務局へご連絡ください。

出展申込書の
記入について

お申込み受付後、約一か月後を支払期日とした請求書を発行させていただきます。お支払いは銀行振込み
にかぎらせていただきます（小切手、現金は不可）。なお、「銀行振込用紙(控)」をもって領収書に代えさせて
いただきます。出展料金を含め、本展に関する全てのお支払いについて、振込手数料は出展者のご負担と
させていただきます。

出展料金の
お支払い

知的財産権を侵害している技術・製品等の出展を禁止します。出展内容が本展の趣旨・目的・出展分野に
そぐわない場合、事務局は申込みを保留させていただきます。また、反社会的行動を行っていると思われる
企業・団体の出展はお断りします。出展内容について、ご協力が得られない場合は、申込みをお受け
できません。

申込みの保留

お申込みになった小間(土間)数の変更または出展の取消しをされる場合は、必ずその理由を明記した書面
を事務局へ提出してください。この場合、事務局が変更・取消しの書面を受理した日を基準として、下記の
キャンセル料を適用させていただきます。

小間(土間)数の減少に伴い、入金済みの出展料金に差額が生じた場合は、キャンセル料を適用し、精算
させていただきます。

小間(土間)数の
変更または
出展取消し

小間割りは、出展対象分野、出展規模、出展申込時期、会場構成などを考慮の上、主催者が決定し、出展者
説明会にて発表します。出展者は、決定された小間(土間)位置の変更、割り当てられた小間(土間)の
第三者への転売・譲渡・貸与または出展者相互にてそれを交換することはできません。カド小間など、小間
(土間)の位置を条件とした申込みはお受けできません。

小間割りの確定

車両、裸火または危険物の展示がある場合は、必ずフォーム等にチェックをお願いします。フォーム等
にチェックがない場合は、車両等を展示できないことがあります。危険物の展示

給排水設備・ガス設備やエアー供給がある場合は、必ずフォーム等にチェックをお願いします。フォーム等
にチェックがない場合は、給排水設備等を使用できないことがあります。

給排水設備等の
使用

主催者は、やむをえない事情があるときは、この規程の一部を変更することがあります。また、この変更に
よって生じた損害は補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。規程の変更

天災その他不可抗力が原因で本展の開催が困難と主催者が判断した場合は、会期を変更または開催を
中止させていただくことがあります。この場合、既に発生した経費を差引き、出展料金を精算し払戻します
が、これによって生じた損害は補償いたしかねますので、ご了承ください。

展示会の開催の
変更または中止

出展製品を小間（土間）内にて販売する場合は、関係法令に適合し、アフターサービスなどの販売後の
フォロー体制が整備されていることを条件とします。また、必ず販売価格を明示し、領収書を発行して
いただくようお願いいたします。
試食を行う際は、「使い捨て手袋の着用」「使い捨て容器の使用」を徹底するなど、感染対策に配慮して
ください。なお、関係省庁への届け出の都合上、フォーム等の『試食あり』にチェックがない場合は試食を
行っていただけませんので、ご注意ください。

出展製品の
販売・展示条件

中部ライフガードTEC事務局　名古屋国際見本市委員会　宛て
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 名古屋市中小企業振興会館５階

出展申込書の
提出先

出展者説明会の前日まで（小間割り確定前）…出展料金の30％
出展者説明会の開催当日以降（小間割り確定後）…出展料金の全額キャンセル料


