
オンライン（Zoom）

7月24日（月）～28日（金）

対面（東京都立産業貿易センター浜松町館）

8月26日（土）～27日（日）

「モノづくり体感スタジアム2023」
会員企業様向け出展のご案内

出展
無料



開催にあたり

モノづくり日本会議は、2023年7月24日（月）～28日（金）にオンライン、8月26日（土）～27日

（日）に対面にて 「モノづくり体感スタジアム2023」 を開催します。

「モノづくり体感スタジアム」 は、モノづくり日本会議会員企業がモノづくりや理科、科学の楽しさを子どもたちに伝

えることを目的に、会期中にワークショップなどを行う体験型のイベントで、今回で13回目の開催となります。

今年は、昨年に続き、オンライン、対面2つの形式で実施いたします。

オンライン、対面それぞれの特長を活かしつつ、子どもたちにモノづくりの魅力、楽しさが伝わるワークショップの展開

を目指します。みなさまにおかれましては、社会貢献や企業情報の発信、また情報収集や人材交流など様々な観

点から、この機会を大いにご活用いただければ幸いです。

みなさまのご出展を心よりお待ち申し上げております。

開催概要

名 称： モノづくり体感スタジアム2023

主 催： モノづくり日本会議、日刊工業新聞社

入 場 料： 無料（完全予約制）

出 展 社 ： モノづくり日本会議会員企業ならびに協力団体他

出 展 内 容 ： モノづくりや理科、科学などを楽しく学べるワークショップ

実 施 方 法 ： オンライン又は対面をお選びください

出展対象

会期 会場

オンライン 7月24日（月）～28日（金）
※実施日・時間・回数は個別調整

Zoomミーティング

対面
8月26日（土）～27日（日）
各日10時～17時

東京都立産業貿易センター浜松町館
4F展示室、4F 第2会議室
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【オンライン】
●会期：2022年8月2日～8日 ライブ配信（Zoom）にて実施（完全予約制）
●出展社数：3社・団体（2021年オンライン開催時 ライブ配信：4社・団体、オンデマンド配信：1社・団体）
●プログラム参加者数：70人（2021年オンライン開催時：207人） ※期間中合計

産業能率大学 情報マネジメント学部 北川ゼミ Viscuitで宇宙を作ろう

産業能率大学 情報マネジメント学部 北川ゼミ 一緒に作ろう！楽しいゲームプログラミング

コマツ 木工工作にチャレンジしよう！

SMC 見えないけれどスゴい、空気の力を体感！

aromarth アロマ手ごね石けんを作ろう！

NEDO ソーラーカーで遊んで学ぼう‼

野火止製作所 こども「ちょぼきんばこ」製作教室

電気理科クラブ 単極モータ工作と楽しい不思議な理科実験

■参加者（保護者）アンケート

【対面】
●会期：2022年10月1日～2日 東京都立産業貿易センター 浜松町館にて実施

（事前予約、一部当日受付）
●出展社数：7社・団体（2019年開催時：15社・団体）
●プログラム参加者数：288人（2019年開催時：1176人） ※期間中合計
※新型コロナウイルス感染防止対策として通常の半数の定員で制限

ホーチキ 火災報知機の押しボタンをつくろう！ 2日間、計6回実施

スギノマシン 水の力で色んなものを切る機械をみよう！ 1日間、計2回実施

産業能率大学 情報マネジメント学部 北川ゼミ 一緒に作ろう！楽しいゲームプログラミング 2日間、計4回実施

2過去の開催の様子はこちらをご覧ください。
https://mono-stu.jp/past/past_summary.php

前回実績

https://mono-stu.jp/past/past_summary.php


◼オンライン・対面 共通

出展料：無料
※モノづくり日本会議 一般会員以上の企業、協力団体に限る
※その他の企業・団体は、550,000円（税込）

出展申込締切：2023年5月10日（水）

◼オンライン（プラットフォーム：Zoomミーティング／ライブ配信）

募 集 数：6社（団体）

配 信 日：7月24日（月）～28日（金）の間で最大2日、１日最大3回

配信時間：各回60分以内 ※連続して実施する場合は、前後40分以上のインターバル必要

定 員：各回15名以内

配信拠点：出展社（社内会議室等）又は事務局用意のスタジオ

※自社内をご希望される場合、ネットワーク回線（有線）をご用意いただくことが条件となります

事務局によるサポート内容：

➢ シナリオ作成（プログラムの構成・進め方等）

➢ ワークショップキット（材料、ガイドライン等）送付

➢ 配信機材（PC、マイク、カメラ等）の手配

➢ 当日の配信サポート（機材操作、参加者フォロー等）

➢ その他（ご希望により個別対応）

事前接続テスト、リハーサル：

➢ 本番と同じ環境で事前にネットワークの接続テスト並びにワークショップ進行のリハーサルをします

（日程等は個別調整）

◼対面（会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 4F展示室、4F 第2会議室）

募 集 数：10社（団体）

開 催 日：8月26日（土）～27日（日）各日10時～17時

基本設備：

➢ ブースサインボード（社名ロゴ入り）

➢ 電気設備（1.0kw以上必要な場合は事務局にお問合せください）

➢ テーブル、イス（希望数）

※火気の使用、床面工事などはできません。

※ご希望により上記以外の備品も手配します（有料） 。詳細は事務局までお問い合わせください

出展スペース：

➢ ワークショップ内容を基に事務局にて割り振らせていただきます

➢ 状況によりワークショップ定員等をご調整いただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください

➢ 配置は出展社説明会（7月上旬実施予定）にてお知らせします
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1.出展スペースの決定、譲渡等の禁止
1. 出展スペースについては、出展内容・会場構成等を総合的に勘案し、事務局で決定させていただき、出展社説明会にてお

知らせいたします。出展社説明会は、7月上旬に予定しております。
2. 割り当てられた出展スペースの一部または全部を事務局の承認なしに譲渡または貸与することはできません。また、転貸、担

保に供することを禁止します。

2.出展物の管理保全
1. 事務局は、管理者として注意を払って会場全般の管理にあたります。ただし、各出展物の管理は、出展社が自己の責任と費

用にて行ってください。
2. 事務局は、出展物の盗難、紛失、火災、その他天災地変等を起因とする出展物の損害に対して、一切の補償責任を負い

ません。

3.保険
1. 事務局では会期中の事故等に際しての傷害保険、賠償責任保険に加入します。
2. その他、会場への出展物の搬入開始から撤去までの期間、必要と思われるものについての損害保険については、各出展社で

加入していただきます（任意）。

4.危険物等の持ち込み
1. 引火性・爆発性の危険物の持ち込みを禁止します。通常所轄消防署の承認を得れば持ち込める消防法に定めらる危険物

についても、持ち込むことはできません。
2. 事務局の承認を得られなかったもの、関連法令に接触する恐れのあるもの、および公序良俗に反する物の持込みを禁止しま

す。

5.実演上の注意・事故防止
1. 出展物の実演は自由ですが、はなはだしい音響・発煙・発光・臭気を伴うもの、または危険を伴う実演は中止していただくこと

があります。
2. 出展社は搬入出、展示、実演にあたり最善の注意を払い事故防止に努めてください。また、出展社は万全の処置を講じ、責

任者の常駐をお願いします。事務局自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。

6.原状回復
1. 出展社は、本イベントの会期終了後、所定の搬出期間を経て出展スペースを明け渡された時の状態に回復しなければなりま

せん。ただし、出展社が回復工事を行わない場合は、事務局において同工事を行い、その費用は出展社が負担するものとし
ます。

2. 出展社が出展スペースの明け渡し後、出展物の残物がある場合、事務局により当該の出展社へ連絡した後、残物を処分で
きることとします。また、その処分にかかる費用については、当該の出展社が負担するものとします。

7.各種工事の諸経費の負担
1. 全出展社に対し、電力1ｋｗまでは無料で提供します（案内参照）が、それ以上の電力を使用する場合の幹線工事およ

び使用料は出展社の負担となります。申込方法や料金規定などの詳細につきましては、事務局よりご連絡いたします。
2. スペース内で給排水・エアー・ガス等は使用できません。その他、実演等で特殊な工事を必要とされる出展社は、事前に事務

局にお申し出ください。

8.立ち入り点検
1. 事務局およびイベントの警備・防災担当協力会社は、防火、防災対応のため必要と認められた際は、出展社の了解のうえ、

スペース内を点検することができます。
2. 搬入時および会期中、事務局は、防火・防災担当の管轄の行政指導によりスペース内を点検いたします。出展社が点検時

に行政指導を受けた場合は、速やかにその指導に従うこととします。

9. イベント開催の延期・中止について
1. 主催者は天災などの不可抗力により、イベント開催が困難と判断した場合、イベントの開催を延期または中止することがありま

す。また、その際に生じた損害について主催者は責任を負わないものとします。

10.個人情報の利用について
1. 個人情報保護法に基づき、本イベントにおいて何らかの形で取得した参加者の個人情報は、自社内のみでの使用とし、他

社への流用・転売を禁止します。
2. 個人情報の利用に際して、利用目的を明確に告知し、提供者（個人）の利用意思を確認する手段を講じなければなりま

せん。また、収集した個人情報の提供者より、情報提供や連絡について提供者が拒否した場合、削除および消去、抹消の
意思表示があった場合、その個人データの利用を即刻取り止め、しかるべき措置を取らなければなりません。

3. 事務局では、各種申込書などに記載された個人情報について、出展社との連絡、出展社にお申込みいただいたサービス手配
のための手続きに必要な範囲内で利用します。
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4階 展示室

約1,530m2
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4階 第2会議室

182m2

【対面】会場図面 ※小間割りは出展募集締切後、調整



全館

【B1F】
有料駐車場

【5F】
展示室（約1,530m²）
コインロッカー／喫煙室

【4F】
展示室（約1,530m²）
会議室（約83m²、182m²、257m²）
コインロッカー／喫煙室

【3F】
展示室（約1,530m²）
メインエントランス／コインロッカー

【2F】
展示室（約1,530m²）
サブエントランス／コインロッカー／
赤ちゃん授乳室・オムツ替え室）／喫煙室

【1F】
産業貿易センター管理事務室
総合窓口（受付）／ビジネスコーナー
搬入搬出用荷扱場／喫煙室／救護室
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【対面】会場図面



東京都立産業貿易センター浜松町館

〒105-0022 東京都港区海岸1-7-1

【アクセス】
JR
浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
浜松町駅(北口)から竹芝通り方向に出て竹芝桟橋方面へ直進。

東京モノレール
浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
モノレール改札口を出て隣接する世界貿易センタービルの
正面玄関口を出て、右(竹芝桟橋)方向から竹芝桟橋方面直進。

ゆりかもめ(新交通)
竹芝駅から約100m 徒歩2分
竹芝駅改札口を出て西口出口から浜松町駅方面へ直進

都営浅草線(地下鉄)、都営大江戸線(地下鉄)
大門駅から約450m 徒歩7分
大門駅・浜松町方面改札からB2出口へ。
地上へ出てJR浜松町駅(北口)前から竹芝桟橋方面へ直進。
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【対面】会場へのアクセス方法



モノづくり体感スタジアム事務局 担当：多田

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1（日刊工業新聞社内）

Tel.03-5644-7608/Fax.03-5644-7209

URL：www.mono-stu.jp

E-mail: kenji.tada@nikkan.press

出展申込をされる場合は、出展社名、担当者名、連絡先を明記し、タイトルを「モノづくり体

感スタジアム2023出展申込」とし、上記までメールにてお申込みください。

追って事務局よりご連絡いたします。
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出展のお申込・お問い合わせ

mailto:kenji.tada@nikkan.press
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