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開催概要
名　　称	 危機管理産業展（RISCON	TOKYO＊）2017
主　　催	 株式会社東京ビッグサイト
特別協力	 東京都
後　　援	 	内閣府政策統括官（防災担当）、警察庁、復興庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、気象庁	

海上保安庁、防衛省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国消防長会、アメリカ大使館商務部	
（独）情報処理推進機構、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）　（順不同）

協　　賛	 	（一社）日本経済団体連合会、（公社）経済同友会、日本商工会議所、全国商工会連合会、（一社）日本在外企業協会	
（公財）公共政策調査会、（一社）全国警備業協会、（公社）日本防犯設備協会、（公財）日本消防協会	
（一社）日本火災報知機工業会、（一財）日本防火・危機管理促進協会、（一社）日本損害保険協会、（一社）日本防衛装備工業会	
日本赤十字社、（一社）日本ガス協会、（一社）日本原子力産業協会、（一社）日本内燃力発電設備協会	
（一社）日本免震構造協会、（公社）日本空気清浄協会、（一社）日本オフィス家具協会、定期航空協会	
（一社）日本ケーブルテレビ連盟、全国商店街振興組合連合会、（特非）日本データセンター協会、（特非）日本防災士会	
（一社）電気通信事業者協会、（公社）日本ファシリティマネジメント協会、（一財）エンジニアリング協会	
（一社）日本標識工業会、（一財）日本サイバー犯罪対策センター　（順不同）

運　　営	 アテックス株式会社
展示規模	 国内外344社 531小間（共同出展含む）
入 場 料	 2,000円（税込）
	 ※招待券持参者 ･WEB事前登録者は無料
特別併催企画	 サイバーセキュリティワールド2017
＊RISCON：“Risk（危険、危機）”と“Control（管理・制御）”からなる造語。「Risk を完全に回避することは困難だが、可能な限り Control したい」との意。

「危機管理産業展」、「危機管理展」、「RISCON」は株式会社東京ビッグサイトの登録商標です。

来場者状況
東京2020オリンピック・パラリンピック等に向けたセキュリティ対策への関心に加え、相次ぐ異常気象による気象災害や北朝鮮
情勢の緊迫化など、我々を取り巻くリスクは多様化しており、国・地方自治体関係者をはじめ民間企業のさまざまな業種・職種の来
場者が集まった。特に民間企業の交通・ライフライン、商業施設、建設・不動産関係者の来場が増加しており、企業における防災や
セキュリティなど危機管理意識の浸透とさらなる広がりが見て取れる。なお、本年よりテロ対策特殊装備展（SEECAT）の来場登
録者をRISCONにも自動登録し、同時開催展を含めたすべての来場者の回遊性・利便性向上を図った。

日付 天気 来場者数※1 のべ来場者数※2
前回実績

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2016
来場者数 のべ来場者数

10月11日（水） くもり 6,177	 22,724	 5,851	 19,854	
10月12日（木） 晴れ 7,177	 23,530	 6,204	 18,683	
10月13日（金） 雨のち曇り 7,972	 26,148	 7,387	 21,243	

合計 21,326 72,402 19,442 59,780 
本年の RISCON は、経済産業省が定めた「展示会統計に係る第三者認証制度」に「一般展示会」として認証された。
※1　氏名・会社名等の来場登録を行った人数（SEECAT 来場登録者を含む）。会期中1回のカウントとし、再入場は含まない。
※2　本展に来場したのべ人数。同日内の再入場者数を含むため、「展示会統計に係る第三者認証制度」に定義される「来場者数」とは異なる。
※プレス関係者は含まない。

〈来場者業種別構成比〉

製造業
22.2％

サービス・金融・
コンサルタント業 8.3％

その他 13.4％※

建設業 5.8％

町会・自治会・マンション管理組合
1.6％

商業施設 0.4％

国・自治体
13.2％

卸売・小売業
14.9％

情報通信業 8.2％

警備 5.1％

交通・ライフライン 1.7％
医療・福祉 1.6％

不動産・ディベロッパー 2.2％

運輸業 1.4％

※その他：	国・自治体・議会、大使館、大学・教育・研
究機関、NPO法人、災害ボランティア関係
者などを含む

■海外来場者：	アメリカ、イスラエル、イタリア、インド
ネシア、オランダ、韓国、シンガポール、
タイ、台湾、中国、デンマーク、バングラ
デシュ、フィリピン、ベトナム、ポーラン
ド、マレーシアなど17カ国・地域より
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主要来場者（一部抜粋）

警察関係
警察庁 刑事局／警備局／情報通

信局／生活安全局
警視庁 オリンピック・パラリン

ピック競技大会総合対策
本部／刑事部／警備部／
交通部／サイバーセキュ
リティ対策本部／生活安
全部／総務部／組織犯罪
対策部／地域部

愛知県警察本部 総務部
神奈川県警察本部 警備部／生活安全部
関東管区警察局 神奈川県情報通信部
熊本県警察 機動隊
埼玉県警察本部 刑事部
静岡県警察本部 刑事部
千葉県警察本部 刑事部／警部部
三重県警察本部 警備部
消防関係
総務省消防庁 国民保護・防災部
東京消防庁 総務部／企画調整部／警

防部／救急部／防災部／
予防部／装備部

神奈川県 小田原市消防本部／川崎
市消防局／相模原市消防
局／座間市消防本部／茅
ヶ崎市消防本部／藤沢市
消防局／大和市消防本
部／横浜市消防局

埼玉県 上尾市消防本部／川口市
消防局／草加八潮消防
局／越谷市消防本部

千葉県 我孫子市消防本部／市川
市消防局／市原市消防
局／浦安市消防本部／柏
市消防局／銚子市消防本
部／習志野市消防本部／
八千代市消防本部

その他地域 一関市消防本部／京都市
消防局／桐生市消防本
部／西条市消防本部／仙
台市消防局／栃木市消防
本部／取手市消防本部／
前橋市消防局

防衛省
統合幕僚監部 運用部／指揮通信システ

ム部
陸上幕僚監部 衛生部／人事教育部
海上幕僚監部 装備計画部
陸上自衛隊 補給統制本部／研究本部
海上自衛隊 補給本部
航空自衛隊 補給本部／中部航空方面

隊司令部
情報本部 画像・地理部／計画部
防衛装備庁 調達事業部／プロジェク

ト管理部／電子装備研究
所／陸上装備研究所／航
空装備研究所／先進技術
推進センター

自衛隊中央病院 救急科
政府関係
大阪税関 監視部
海上保安庁 警備救難部
気象庁 予報部
原子力規制庁 原子力規制部
厚生労働省 医薬・生活衛生局
国土交通省 大臣官房／水管理・国土

保全局／航空局／関東地
方整備局

国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室
財務省 関税中央分析所
総務省 関東総合通信局／北陸総

合通信局
東京税関 監視部
東京入国管理局 調査企画部門
内閣官房 内閣サイバーセキューリ

ティセンター
外国政府・大使館関係
オーストラリア大使館 商務部
オランダ大使館 イノベーション科学技術部
在日米海軍 厚木基地施設部
在日米軍 横田基地生物環境課
フィリピン共和国大使館 総務部
カナダ大使館 管理部
イタリア大使館 貿易促進部
東京都関係
東京都 政策企画局／総務局／オ

リンピック・パラリンピ
ック準備局／福祉保健
局／産業労働局／建設
局／港湾局／交通局／水
道局／下水道局／都市整
備局／環境局

昭島市 総務部

荒川区 総務企画部
江戸川区 危機管理室
大島町
奥多摩町
小笠原村
北区 危機管理室
神津島村
江東区 危機管理室
品川区 防災まちづくり部
渋谷区 危機管理対策部
杉並区 危機管理室
世田谷区 危機管理室
台東区 危機管理室
千代田区 保健福祉部
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 総務局
豊島区 総務部
利島村
新島村
練馬区 危機管理室
八王子市 都市戦略部
八丈町
東久留米市 環境安全部
日の出町
文京区 危機管理室
瑞穂町
港区 防災危機管理室
三宅村
目黒区 危機管理室
自治体関係
赤磐市 総務部
厚木市 市長室 危機管理課
天草市 総務部 防災危機管理課
大分市 防災局 防災危機管理課
柏市 総務部 防災安全課
鎌倉市 防災安全部 危機管理課
川崎市 総務企画局 危機管理室
埼玉県 危機管理防災部
堺市 危機管理室
静岡県 危機管理部 原子力安全対策課
上越市 防災危機管理部 危機管理課
千葉県 防災危機管理部 危機管理課
つくば市 市長公室 危機管理課
天童市 総務部 危機管理室
兵庫県 防災企画課
船橋市 市長公室 危機管理課
八潮市 生活安全部 危機管理防災課
横須賀市 市民安全部 危機管理課
横浜市 総務局 危機管理室
民間企業（50音順）
製造業

味の素 生産戦略部 環境・安全グループ
アステラス製薬 情報システム部
出光興産 総務部 リスクマネジメントグループ
イトーキ 管理本部 リスク管理部
エーザイ 総務環境安全部
花王 経営戦略部 危機管理グループ
カネカ 環境安全部
キユーピー 経営推進本部 危機管理室
コクヨ 防災ソリューション事業部
サッポロホールディングス グループリスクマネジメント部
住友金属鉱山 安全環境部
スリーボンド サプライチェーンマネージメント部
セガサミーホールディングス 内部監査室
タンガロイ 情報システム部
テルモ 内部統制室
東洋インキSCホールディングス 生産・物流本部 環境安全推進部
DOWA ホールディングス 環境・安全部門
日本ハム 総務部リスク管理チーム
フジクラ 総務・広報部 リスク管理グループ
富士通 リスクマネジメント統括部
ブリヂストン 安全・防災・環境基盤システム・技術推進部
ブリヂストン化成品 リスク管理本部
三井造船 環境安全管理室
三菱電機 人事部 海外対策安全センター
三菱ふそうトラック・バス 人事・危機管理
矢崎総業 総務人事室 安全健康推進部
横浜ゴム 安全衛生推進室
LIXIL リスクマネジメント監査室
リコー 内部統制室

卸売・小売・商業施設
いなげや 管理本部 総務部

ANA スカイビルサービス 航空整備施設事業部
大阪城ホール 施設課
大戸屋ホールディングス リスクマネジメント室
オリエンタルランド 運営本部 セキュリティ部
カインズ リスクマネジメント対策室
歌舞伎座 総務部
関西エアポート 関西空港オペレーションユニット
京王プラザホテル 総務部
サンシャインシティ 管理部
島忠 総務部
世界貿易センタービルディング 管理部
セブン＆アイ・ホールディングス 総務部
ダイナム 設備管理部
大丸松坂屋 総務部
大和リゾート 施設部
髙島屋 総務部 法務・リスクマネジメント室
帝国ホテルサービス セキュリティ事業部
東京都競馬 内部統制管理室
東武ストア 業務本部
豊田通商 危機管理・BCM 推進部 セキュリティ対策室
阪急阪神百貨店 総務室 安全対策部
ホテル日航成田 総務人事部 施設グループ
ホテルニューグランド 管理部門
三井不動産商業マネジメント 施設管理部　品質管理・環境推進課
三越伊勢丹ホールディングス 業務本部　総務部
モスフードサービス 監査室
八重洲地下街 保安部
ユー・エス・ジェイ オペレーション・エンターテイメント部
横浜スタジアム 業務管理部 施設管理課

運輸・交通・ライフライン
AIRDO 運送本部
大阪ガス エンジニアリング部
小田急電鉄 監査役室
京王電鉄 総務法務部 災害対策室
京浜急行電鉄 生活事業創造本部　まち創造事業部
佐川急便 東京本社 CSR 推進部 リスクマネジメント課
山九 安全衛生部
首都高速道路 保全・交通部 防災対策課
商船三井 海上安全部
鈴与 危機管理室
西武鉄道 鉄道本部 安全推進部
全日本空輸 総務部
多摩都市モノレール 安全管理推進室
中部国際空港 総務部
中部電力 原子力部 防災・核物質防護グループ
東海旅客鉄道 技術開発部 防災技術チーム
東京ガス 防災・供給部
東京高速道路 総務部
東京国際空港ターミナル 防災保安部
東京国際埠頭 総務部
東京地下鉄 鉄道本部 改良建設部
東京テレポートセンター 事業部営業課
東京電力ホールディングス 原子力運営管理部 防災安全グループ
東京ミッドタウンマネジメント プロパティマネジメント部
東京臨海ホールディングス 経営企画部
中日本高速道路 環境・技術企画部
成田国際空港 運用管理部
日本郵船 海務グループ 安全チーム
日本貨物鉄道 リスク統括本部
日本航空 安全推進本部 安全企画グループ
日本郵便 輸送部
阪急電鉄 経営企画部
PEACH・AVIATION 航空保安課
東日本高速道路 管理事業本部 防災・危機管理チーム
東日本旅客鉄道 研究開発センター 安全研究所
日立物流 リスクマネジメント部
三井倉庫ホールディングス リスク管理部
ヤマト運輸 安全・CSR 推進部
横浜倉庫 施設部 施設管理課

情報通信業
イッツ・コミュニケーションズ 経営統括室
伊藤忠テクノソリューションズ 人事総務室
SCSK リスク管理部 リスク管理課
NEC ネッツエスアイ 消防・防災システム事業部
NTTコミュニケーションズ カスタマサービス部　危機管理室
NTT ドコモ サービス運営部 災害対策室
KDDI 技術統括本部
ジュピターテレコム リスクマネジメント部
セガ・ホールディングス グローバルセキュリティ推進室
西日本電信電話 技術革新部
日本電気 サイバーセキュリティ戦略本部

日本放送協会 リスク管理室
バンダイナムコエンターテインメント 総務部
ビッグローブ 事業管理本部
富士通 総務・リスクマネジメント本部
富士通ゼネラル 防災システムプロジェクト統括部
USEN システム統括部
リクルートホールディングス 総務部

建設・不動産・ディベロッパー
安藤・間 土木事業本部
エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス ビルサービス事業本部 首都圏ビルサービス部
NTT ファシリティーズ 経営企画部　事業推進部門
大手町建物管理 ビルメンテナンス事業部
大林組 総務部
鹿島建設 安全環境部 安全衛生グループ
鹿島建物総合管理 建物管理本部
関電工 安全・環境・品質本部
JFE プラントエンジ 安全衛生部
清水建設 土壌環境事業部
新菱冷熱工業 情報システム部
住友林業 住宅事業本部
大成建設 建築本部
大和ハウス工業 総務部
千代田化工建設 危機管理ユニット
東急建設 管理本部　総務部
東急ファシリティサービス 経営統括室　総務・BC推進部　BC推進課
東京建物アメニティサポート 管理業務部
東京都住宅供給公社 総務部
東洋エンジニアリング 海外安全対策室
東洋熱工業 経営統括本部 総務部
戸田建設 価値創造推進室
西松建設 総務部 総務課
日揮 セキュリティ対策室
前田建設工業 東京土木支店
三井住友建設 事業開発推進本部
三井不動産 ビルディング本部 運営企画部
三井不動産ビルマネジメント オフィス事業推進本部 運営部
三井不動産レジデンシャルリース 法務・リスクマネジメント部 リスクマネジメント課
三菱地所 ビル運営事業部 ビル安全管理室
森ビル 管理事業部

警備
小田急ビルサービス 警備事業部
セコム 東京本部
セントラル警備保障 技術推進部
テイケイ 施設警備事業部
東急セキュリティ 経営統括部
成田空港警備 管理課
にしけい 経営企画部

医療・福祉
荏原病院 放射線科
小田原市立病院 看護部
鎌ケ谷総合病院 地域医療連携室
関東労災病院 看護部
岐阜県立多治見病院 管理課
敬和会大分岡病院 事務部　施設課
順天堂大学医学部附属静岡病院 救命救急センター
新百合ヶ丘総合病院 看護部
千葉県がんセンター 臨床検査部
東急ウェルネス 事業推進部
東京海上日動ベターライフサービス 管理部
東京新宿メディカルセンター 救急総合診療部
東京都済生会向島病院 総務課
日本赤十字社 総務部用度課／医療セン

ター／沖縄赤十字病院／
大森赤十字病院／熊本赤
十字病院／名古屋第二赤
十字病院

博進会南部病院 総務課
金融・保険

あいおいニッセイ同和損害保険 総務部 危機管理グループ
アクサ生命保険 危機管理・事業継続部
SMBC 日興証券 システム統括部 ITセキュリティ対策室
昭和信用金庫 リスク統括部
セブン銀行 ATM 業務管理部
千葉銀行 リスク管理部
T ＆ D ホールディングス リスク統括部
東京スター銀行 総務部
ゆうちょ銀行 総務部 危機対策室

その他
ジェイティービー 経営企画部 事業開発室
パソナグループ 総務部
ベネッセコーポレーション 総務部

（順不同）
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来場者アンケート集計結果 （回収枚数：453枚）

〈来場者職種別構成比〉

総務・経理・人事

 8.6%

施設管理
3.6%

その他
13.0%

公務員・
団体職員

12.6%

経営者・役員

13.9%

情報システム
3.4%

法務・監査
0.7%

営業・販売
27.0%

企画・調査 8.8%

研究・開発
5.9%

生産 1.3%

広報・宣伝
1.2%

Q1 あなたの役職は？

Q3 今回の展示会を何で知りましたか？（複数回答可）

招待券

ホームページ

同時期開催展に来場したから

主催者からのダイレクトメール

知人の紹介

マスメディア

主催者からのE-Mail

検索エンジン(Yahoo等)

0 10 20 30 40 50

43.8％

34.4％

15.1％

7.5％

4.3％

3.2％

0.7％

7.0％

招待券

ホームページ

主催者からのDM

知人の紹介

主催者からのE-Mail

テロ対策特殊装備展に来場したから

マスメディア

0 10 20 30 40 50

49.9％

32.2％

10.6％

4.2％

5.1％

7.1％

2.0％

Q4

Q2

ご来場の主な目的は？

あなたの職務権限は？

Q5 この展示会はあなたの役に立ちましたか？

製品・サービスの
購入・導入検討

13.1%

製品・サービスの
情報収集

74.5%

セミナーに
参加するため

9.5%

その他
 2.9%

機器・システムを
利用する立場から

意見を言う
16.9%

特に役割は
ない
24.4%

購入・導入を決定する
権限を持つ
8.4%

自分の決定に従って
ほぼ購入・導入が決まる

14.7%

購入・導入を
アドバイスする
立場である
35.6%

非常に
役に立った

31.9%
役に立った

63.2%

それほど役に立たなかった
4.9%

Q6 次回のご来場予定は？

来場したい

57.8%

必ず来場する

40.6%

来場しない
1.6%

経営者・役員
12.2%

部長・
課長クラス
28.8%

係長・
主任クラス
30.4%

一般
28.6%

Point
危機管理総合トレードショーとしてあらゆる業界へ浸透。約95％の来場者が本展に
来場して役に立ったと回答。また、リピート来場希望は98％を超え、一年に一度の
情報収集の場としての高い期待がうかがえる。

Point
危機管理に携わる「公務員・団体職員」のほか、民間からは「経営者・役員」など
の決定権者や「総務・経理・人事」担当者が来場。資材導入に際して役割を持つ来
場者は75％を超える。
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展示構成

「防災・減災ゾーン」「セキュリティゾーン」「事業リスク対策ゾーン」の主要3分野の各展示ゾーンにはキーワード別の【集中展示
エリア】を展開。また、新たな脅威となったサイバー攻撃対策に特化した「サイバーセキュリティワールド」を昨年に引き続き特別
併催企画として実施し、あらゆるリスクを網羅した展示構成とした。さらに、主催者企画として「災害対策ロボット・ドローン実演
コーナー」を屋内・屋外会場に設置したことであらゆる業界の注目を集めた。

〈主要出展製品〉
防災・減災ゾーン ～災害対策を網羅する～
災 害 対 策 ロ ボ ッ ト ・�
ド ロ ー ン【集 中 展 示】

災害対応ロボット／救助ロボット／消防用ロボット／点検用ロボット／リアルタイム映像コミュニケーションサービス／
全自動ドローン運用サービス　など

地場発（自治体・機関）アイデア
防災製品ユニット【集中展示】 防災産業を支援する自治体や支援機関・団体によるアイデア防災製品・技術・サービス

地 震 対 策 災害用トイレ／防災用折りたたみ式ヘルメット・ずきん／非常用浄水器／エレベーターチェア／免震装置／地震対策固定具／
コードレス LED 防災サイン／地震解除ボックス／緊急災害情報無線機／天井落下防止システム／感電ブレーカー　など

水 害 ・ 雷 害 ・�
雪 害 ・ 竜 巻 対 策 避雷針／止水板／止水ガレージ／津波シェルター／除雪機　など

救助・救出・救急医療 油圧式救助機器／防火服／救助服／防刀ベスト／災害救助用手袋／止血キット／避難用具／階段対応車イス／階段昇降機／
水陸両用車／液体酸素供給装置／AED／発電機／水難救助用資機材　など

火 災 対 策 給排水システム／可搬式コンプレッサー／低圧力損失ホース／小型消防ポンプ／電気火災防止対策／火災避難用防煙フード型マスク　など

防 災 I C T
緊急情報表示システム／緊急告知受信機／セキュアカメラクラウドサービス／安否確認システム／防災用スピーカー／
ドローン検知システム／セキュリティカメラ／ストリートサイネージ／MSAT アンテナ／J アラート新型受信機／
顔認証避難所支援システム／防災ポータル／情報 IR システム／情報発信杭システム　など

非 常 食 ・ 備 蓄 品 非常食／非常持出袋／荷物運搬車／マンホールトイレ／テント／電源浄水器／タンク　など
感 染 症 対 策 感染防止衣／救急バッグ／防護服　など
老朽化インフラ・復興対策 プラスチック製敷板／U 字路／コードリール／照明機器　など

そ の 他 災 害 対 策 全 般
除染エアーテント／防災シェルタ／反射ベスト／防災スピーカー／双眼鏡／プロテクター／ナイトビジョン／防塵型トランクケース／
LED 発炎灯／衛星保護具／衣類乾燥機／ソーラーパネル／災害用浄水器／ガス検知器／レーザー距離計／監視カメラ／双眼鏡／
3D レーザースキャナー／非常用電源／除雪機　など

セキュリティゾーン ～防犯対策を網羅する～
2020 セ キ ュ リ テ ィ�
【 集 中 展 示 】 大型イベントに向けた取り組み／モバイル動画伝送／性別年令識別ソフトウェア　など

監 視 ・ 防 犯�
シ ス テ ム ・ カ メ ラ

監視カメラ／赤外線小型カメラ／太陽光発電式防犯カメラ／低照度カメラ／脅威解析プラットフォーム／火災検知システム／
映像セキュリティ機器　など

入 退 室 管 理 ／�
外 周 セ キ ュ リ テ ィ ドローン検知装置／入退室管理システム／外周警戒システム　など

違 法 薬 物 対 策 乱用薬物検査　など
警 備 サ ー ビ ス 次世代マンマシンシステム　など
防 犯 グ ッ ズ 拘束用具／女性・高齢者に優しい防犯器具／防水くつ下　など
地 域 防 犯 ソーラーライト／さすまた／ライフジャケット／ハーネス型安全帯　など
そ の 他 セ キ ュ リ テ ィ�
対 策 全 般

無人警備システム／水中無人機／爆発物検知装置／X 線検査装置／CBRN 早期警報システム／軽量ハードケース／アルミコンテナ／
ゲート式金属探知機／車両下部監視システム／不審者事前検知システム　など

事業リスク対策ゾーン ～事業活動を取り巻くあらゆるリスク対策を網羅する～
工場・現場の安全対策�
【 集 中 展 示 】

漏水警報システム／自動巻きバリアリール／ポール／三角コーン用標示板／粉塵計／放射線遮蔽材／作業者接近検知システム／
ヒーター機能付きウェア／冷感アンダーウェア　など

データ・オフィスリスク
分 散 対 策【集 中 展 示】 データセンター・オフィス向けのリスク分散対策　など

非 常 時 通 信 ・�
ウ ェ ブ 会 議 シ ス テ ム LTE トランシーバー／通信無線機／衛星通信サービス／衛星電話／衛星アンテナ／自治体向け防災アプリ　など

停 電 ・ 節 電 対 策 LP ガスエンジン発電機／非常用発電装置／ポータブル蓄電池／LED 手持ちライト　など
リスクコンサルティング�
サ ー ビ ス 土地リスク・水リスクのソリューション　など

物 流 ・ 輸 送 リ ス ク 物流倉庫　など
その他 BCP 対策全般 ポータブル少量危険物タンク／クローラー型移動電源車／緊急時燃料備蓄配送サービス　など

特別併催企画サイバーセキュリティワールド ～サイバー空間における脅威に対処する～
製造業向けソリューション�
（制 御 シ ス テ ム）

サイバー攻撃対策製品／ファイアーウォール監視運用支援サービス／標的型攻撃対策ソリューション／マルウェア自動解析システム／
内部不正対策ソリューション／データダイオード　など

エ ン タ ー プ ラ イ ズ
向 け ソ リ ュー シ ョ ン
中 小 企 業 向 け
ソ リ ュー シ ョ ン
自 治 体 向 け
ソ リ ュー シ ョ ン
重 要 イ ン フ ラ 向 け
ソ リ ュー シ ョ ン
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出展者アンケート集計結果

Q1 今回出展に至ったきっかけ
（複数回答可）

Q2 本展への来場者数について Q3 会期中における来場者との
商談について
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0

10

20

30

40

50

60
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90 87.6％

4.1％
8.3％

商談があった
73.0%

商談は
なかった
27.0%

①商談の場として

期待どおり

63.8%

期待以上

4.7%

期待以下
31.5%

④新製品発表の場として

期待どおり

67.4%

期待以上

9.4%

期待以下
23.2%

②新規顧客獲得の場として

期待以下
34.3%

期待どおり

53.0%

期待以上

12.7%

⑤販売促進 /PR の場として

期待どおり

64.7%

期待以上

13.3%
期待以下
22.0%

③既存客へのアピールの場として

期待どおり

70.6%

期待以上

10.1%

期待以下
19.3%

⑥製品に対する来場者からの意見収集の場として

期待どおり

69.2%

期待以上

9.5%

期待以下

21.3%

Q4 出展された成果について

※その他の理由
・以前出展したことがあった
・インターネットでの展示会検索
・親会社からの紹介

●自由意見
・商品知識がある来場者が多く、深度の高い商談ができた。
・今回ターゲットとした分野の来場者が多く、商談ができた。
・新製品を求める来場者が多かった。
・官公庁関係者が他展と比べて格段に多かった。
・エリアが別れており、来場者が例年に比べて分散していた。

期待以下
39.5%

期待どおり

53.1%

期待以上

7.4%

Point
毎年開催の危機管理総合トレードショーとして、出展者の高い期待と評価がうかがえる。今年も意識の高い来場者との有意義な商談ができ
たという具体的な声が多数寄せられた。13回目の開催を迎え、危機管理マーケットにおける新たなビジネスマッチングが見込める展示会と
して官公庁のほか、あらゆる業界の企業に浸透している。
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セミナー
基調対談・基調講演・シンポジウム� 会場：会議棟6階 605～608会議室

10
月
11
日（
水
）

基調対談

11：00～12：00
日本の危機管理はどう変わる ～世界の大きな変化の中で～

【ゲ　ス　ト】　元中華人民共和国駐箚特命全権大使 / 前伊藤忠商事（株） 取締役会長
 丹羽 宇一郎 氏

【ホ　ス　ト】　帝京大学 名誉教授 志方 俊之 氏

基調講演
13：00～14：00
異常気象を知り、備える
～局地化・集中化・激甚化する豪雨等気象災害の軽減に向けて～

【講　　　師】　気象庁 気象研究所 所長 隈 　健一 氏

シンポジウム

15：00～16：30
首都東京の危機管理
～緊急時にどう備え、どう動く？情報発信のあり方～

【パネリスト】　東京都 危機管理監 田邉 揮司良 氏
　　　　　　　消防庁国民保護室室長 大塚 大輔 氏
　　　　　　　成田国際空港（株） 空港運用部門 総合安全推進部 次長 菅井 理博 氏

【コーディネーター】　日本大学 危機管理学部 教授 福田 　充 氏

危機管理セミナー� 会場：会議棟6階 607＋608会議室

12
日（
木
）

11：00～12：30
いま最も必要な「事業継続計画（BCP）」と、
その新たな価値とは

【講　　　師】　銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・法学博士 岡本　 正 氏
　　　　　　　（株）日本政策投資銀行
　　　　　　　サステナビリティ企画部 BCM 格付主幹 蛭間 芳樹 氏

13：00～14：30
防災・減災のための
ロボット・ドローンの利活用と今後の展望

【講　　　師】　岡山大学 大学院自然科学研究科 講師 亀川 哲志 氏
　　　　　　　電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授 田中 基康 氏
　　　　　　　（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
　　　　　　　技術ソリューション事業グループ 技術開発チームリーダー 三好 啓介 氏
　　　　　　　新日鐵住金（株） 設備・保全技術センター（PFC）
　　　　　　　機械技術部 機械技術開発室 主幹 高田 亮平 氏

15：00～16：30
グローバルスタンダードに基づく
海外拠点におけるリスク対策～有事における対応～

【講　　　師】　コントロール・リスクス・グループ（株） シニア・コンサルタント
 大越 吉晃 氏
　　　　　　　コントロール・リスクス・グループ（株） シニア・アソシエイト
 清水 丈司 氏

13
日（
金
）

11：00～12：30
IoT 時代のセキュリティ機器の安全性

【講　　　師】　 セキュア IoT アライアンス 理事長 江川 将偉 氏
　　　　　　　アライドテレシス（株） 専務取締役 川北 　潤 氏
　　　　　　　セコム（株） IS 研究所 コミュニケーションプラットフォーム
　　　　　　　ディビジョン マネージャー 松本　 奏 氏

13：00～14：30
海外手法に学ぶインタラクティブ・ワークショップ
リスクハンティング－インシデントの予知・予測・予防

【基 調 講 演】　Toki’s SECURITY Lab. 代表 宇田川 登紀 氏
【ファシリテーター】　日本防災教育訓練センター 代表 サニー カミヤ 氏

15：00～16：30
「家庭が守れなくては、組織は守れない！」
本当に役立つ防災の話
組織で「防災を楽しく」って、ホントのところ何をすればいい？

【ゲスト講師】　アウトドア流防災ガイド あんどうりす 氏
【パネリスト】　（株）ヒューマックス 総務部 総務グループ マネジャー 杉谷 佳美 氏
　　　　　　　NTT タウンページ（株） 広報宣伝室（元東京23区版編集長） 今宮 智未 氏
　　　　　　　チャイム（太田プロ） 赤プル 氏

【コーディネーター】　リスク対策 .com 編集長 大越　 聡 氏
 ※講師の所属・役職は2017年10月現在のものです。

特別セミナー
 会場：会議棟1階 102会議室

10
月
12
日（
木
）

 14：00～16：30
BCP 普及啓発セミナー
経営戦略としての事業継続マネジメント
～予測不能な危機に強い企業をつくるための経営者の役割～

（公財）東京都中小企業振興公社

ルームプレゼンテーション� 会場：西1ホール2階会議室

10
月
11
日（
水
）

14：00～15：00 欧州当局による個人保護具の管理術～超入門～ テュフ ラインランド ジャパン（株）

ステージプレゼンテーション� 会場：特設ステージ（アトリウム）

10
月
12
日（
木
）

12：15～13：00 北朝鮮の核・ミサイル対処のポイント （一社）日本安全保障・危機管理学会

15：30～16：15 Preparedness for and Response to Urban Mass Casualty Incidents Persys Medical＋イスラエル大使館経済部

13
日（
金
）

15：00～16：30 海外赴任者向け危機管理訓練 H.E.A.T.R®byCMSS.RISCON.Ver （一財）エンジニアリング協会

防災・減災・事業リスク対策（企業・自治体向けBCP）

海外防災・減災（ロボット・ドローン）

企画協力：ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジ

事業リスク（海外展開）

企画協力：（一社）日本在外企業協会

セキュリティ

企画協力：（株）セキュリティ産業新聞社

セキュリティ

企画協力：（一社）ASIS インターナショナル 日本支部

防災・減災・事業リスク対策（企業・自治体向けBCP）

企画協力：（株）新建新聞社 リスク対策 .com
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出展者プレゼンテーション
ルームプレゼンテーション� 会場：西1ホール2階会議室

10
月
12
日（
木
）

14：00～15：00 非常災害時における衛星通信と無線機を融合した通信手段の確保 （株）日本デジコム

13
日（
金
）

11：00～12：00 地震想定の最新技術：現状と将来（電波でみる地震前兆現象） 富士防災警備（株）

14：00～15：00 クロノロジーでドンドン共有！情報共有ツール事例とコツと落し穴 日本ユニシス（株）

ステージプレゼンテーション� 会場：特設ステージ（アトリウム）

10
月
11
日（
水
）

11：00～11：45 防災製品大賞のグランプリ表彰式 及び ブースに展示 （一社）防災安全協会

13：30～15：00 災害対応ロボットに関する研究開発の最新情報を紹介します ImPACTタフ・ロボティクス・チャレンジ

12
日（
木
）

11：00～11：45 地方自治体の防災危機管理分野への自衛隊のノウハウの活用 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部
13：30～14：15 Ｊアラート新型受信機と「顔認証を利用した」避難所支援システム （株）理経
14：30～14：50 防災時に利用する折り畳み可能な可搬式ソーラーパネル（nanoGrid） 三重大学

13
日（
金
）

11：00～11：45 民間企業の危機管理における自衛隊のノウハウの有用性 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部
12：15～13：00 防災省（庁）創設の提案 ～我が国の防災・減災体制のあり方に係る検討報告 関西広域連合
13：30～14：15 災害に備える ｢私｣ のために－公社支援の防災製品の紹介 （公財）東京都中小企業振興公社

併催イベント
ロボット・ドローン実演コーナー 会場：西4ホール・屋上展示場
実際の災害現場でのロボット・ドローンの活用方法などを実演を交えて提案した。

【参加企業】 ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジ、（株）櫻井興業、 
（一社）ドローン撮影クリエーターズ協会、（株）ブイキューブロボティクス・ジャパン、 
ヨネ（株）

東京都パビリオン 会場：西ホール　アトリウム
「首都東京の危機管理」をテーマに、関係8機関による施策の情報発信や資機材の展示を実施。首都・東
京の安全・安心が注目を集める中、多くの来場者が訪れた。

【参加機関】 東京都総務局総合防災部、東京都青少年・治安対策本部、東京都水道局、東京都下水道局、 
（公財）東京都中小企業振興公社、警視庁、東京消防庁、 
東京都産業労働局（サイバーセキュリティ担当）（順不同）

JETRO 海外販売代理店・バイヤー商談会 会場：西3ホール3L01、ジェトロ商談会コーナー
（株）東京ビッグサイト・日本貿易振興機構（ジェトロ）の共催で、「海外販売代理店・バイヤー商談会」
を開催した。9社9か国から販売代理店・バイヤーが参加し、海外販路拡大を検討している企業との 
活発な商談が行われた。

【海外バイヤー】　 Vicsa Safety Comercial Ltda（チリ）、Assurant Innovations（アメリカ）、INCOMELEC SAS
（コ ロ ン ビ ア）、ASG Technologies（ニ ュー ジ ー ラ ンド）、OPTIMUM PROGRESS Co. LTD
（ウズ ベ キ ス タン）、Grasshopper Corporation（バ ン グ ラデ シュ）、XSPEC TECHNOLOGY 
SDN BHD（マレーシア）、YLEA（フランス）、365 Moving Co., Ltd.（カンボジア）

【商談件数】　125件（うち事前アレンジ108件）　【成約件数】　56件（見込み含む）
東京消防庁 会場：屋外展示場
自然災害や火災などの現場で活躍する車両・装備品・ロボットの 
展示・実演を実施した。

【展示車両・装備品】
　救助車、救出型ロボット・検知ロボット
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サイバーセキュリティワールド・出展者アンケート集計結果

Q1 本展への来場者数について Q2 会期中における来場者との
商談について

商談は
なかった
33.3%
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商談があった
66.7%

①商談の場として

期待どおり

83.3%

期待以下
16.7%

④新製品発表の場として

期待どおり

66.6%

期待以上

16.7%期待以下
16.7%

⑤新規顧客獲得の場として

期待どおり

83.3%

期待以下
16.7%

②販売促進 /PR の場として

期待どおり

66.6%

期待以上

16.7%期待以下
16.7%

③既存客へのアピールの場として

期待どおり

83.3%

期待以下
16.7%

⑥製品に対する来場者からの意見収集の場として

期待どおり

50.0%

期待以上

33.3%

期待以下
16.7%

Q3 出展された成果について

期待どおり

50.0%
期待以下
50.0%

Point
サイバーセキュリティワールドには、RISCON・SEECAT両展の来場者から高い関心が寄せられている。出展者におかれても、普段はな
かなかコンタクトできない政府・自治体、重要インフラ関係者をはじめとした新規顧客獲得の絶好の機会となった。
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サイバーセキュリティワールドセミナー
主催者セミナー� 会場：西1ホール サイバーステージ B

10
月
11
日（
水
）

13：30～14：30
自治体が取り組むべき情報セキュリティ対策 
～サイバー攻撃のトレンドと
　自治体におけるサイバーセキュリティ対策の強化～

【講　　　師】
総務省 自治行政局 地域情報政策室 企画官 三木 浩平 氏

14：45～15：45
「情報システム強靭化」を踏まえた今後のセキュリティ対策について

【講　　　師】
川口市 情報政策課 主査 初見 卓也 氏

12
日（
木
）

13：30～14：30
情報セキュリティ10大脅威とその対策
～急げば回れの心構えでセキュリティ対策を～

【講　　　師】
（独）情報処理推進機構 技術本部　セキュリティセンター 
情報セキュリティ 技術ラボラトリー 土屋　 正 氏

14：45～15：45
経営者が取り組むべき「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」

【講　　　師】
 経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課
サイバーセキュリティ技術戦略企画調整官 土屋 博英 氏

13
日（
金
）

11：00～12：00
止めない工場、喫緊のサイバーセキュリティ対策

【講　　　師】
 技術研究組合制御システムセキュリティセンター 理事長 /
電気通信大学 システム工学科 教授 新 　誠一 氏

13：30～14：30
なぜ中小企業がサイバー攻撃に狙われやすいのか

【講　　　師】
 情報セキュリティ大学院大学 学長補佐 情報セキュリティ研究科 教授
 湯淺 墾道 氏

出展者プレゼンテーション� 会場：西1ホール サイバーステージ A

11
日（
水
）

13：00～14：00 UTM情報を言語化して脅威を知る。危機意識の改革が企業を護る （株）アクシス

12
日（
木
）

13：00～14：00 脅威の可視化とプロアクティブなインシデント対応 （株）シマンテック

14：15～15：15 既存対策ではもう限界！近年の標的型攻撃や無差別型攻撃をどう防ぐ？ （株）FFRI

15：30～16：30 デセプションを利用した攻撃検知と CSIRT 支援ソリューション」 （株）インテリジェントウェイブ

13
日（
金
）

13：00～14：00 機械学習でサイバー攻撃と内部利用の脅威を未然に防御する新たな対策 （株）ピーエスアイ

14：15～15：15 重要インフラ産業におけるサイバー攻撃の最新状況と対処方法 東芝情報システム（株）

自治体向け

自治体向け

サイバーセキュリティの最新動向

企画協力：（独）情報処理推進機構

経営層向け

製造業向け

中小企業向け
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開会式（危機管理産業展、テロ対策特殊装備展 合同）

日　　　時：10月11日（水）9：40～10：00
会　　　場：東京ビッグサイト　西ホール	アトリウム
次　　　第：１．主催者挨拶
　　　　　　　　　株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　石原　清次
　　　　　　２．来賓祝辞
　　　　　　　　　東京都　副知事　川澄　俊文	様
　　　　　　３．テープカット
　　　　　　４．東京消防庁音楽隊演奏

■テープカッター
・東京都　副知事	 川澄　俊文　様
・米国大使館商務部　上席商務官	 ブレタニー・バンタ　様
・駐日英国大使館
　防衛装備・セキュリティ・民間航空機担当　一等書記官
	 ポール・エリス　様
・イスラエル大使館　経済部HLS担当　上席商務官	 アサフ・マルコ　様
・公益財団法人東京都中小企業振興公社　理事長	 福田　良行　様
・公益財団法人高知県産業振興センター　理事長	 松岡　哲也　様
・公益財団法人にいがた産業創造機構　副理事長	 武本　清志　様
・THK株式会社　取締役副社長	 今野　　宏　様
・帝国繊維株式会社　代表取締役社長	 白岩　　強　様
・株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長	 石原　清次　　

出展者交流会

危機管理産業展・テロ対策特殊装備展合同の出展者交流会を開催。
出展者や後援・協賛機関、業界有識者による交流が行われた。
日　　　時：10月11日（水）17：20～18：30
会　　　場：西ホール	アトリウム内特設ステージ

行政主催会議・講習会

10
月
12
日（
木
）

� 会場：会議棟１階　レセプションホールＢ・101会議室

10：00～12：00 東京都帰宅困難者対策説明会 主催：東京都総務局総合防災部

14：00～15：45 危機管理に関する事業者セミナー 主催：東京都総務局総合防災部

13
日（
金
）

10：00～11：40 第14回密輸・密入国及びテロ等防止講習会 主催：東京港保安委員会

13：00～16：00 緊急通報システム等推進会議 主催：東京消防庁
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広報活動

1．主な来場メディア
NHK／日本テレビ／テレビ朝日／TBSテレビ／フジテレビ／テレビ東京／東京MXテレビ／テレビ大阪／朝日新聞社／
産経新聞社／日本経済新聞社／毎日新聞社／読売新聞社／共同通信社／朝雲新聞社／イカロス出版／化学工業日報社／ガ
ス・エネルギー新聞／近代消防社／警備保障新聞新社／警備保障タイムズ／建通新聞社／航空新聞社／セキュリティ産業
新聞社／電波タイムス社／都政新聞／日刊建設通信新聞社／日刊工業新聞社／日経BP社／日本ビジネス出版／日本ビル
新聞社／日本物流新聞社ほか（順不同）
【プレス来場者数193名】

2．来場誘致広告、パブリシティ（記事掲載・テレビ放映等）、メールマガジン

3．招待券の配付、プレスリリースの発行
■招待券の配付
RISCONへの入場が無料となる招待券を約30万部発行。出展者には顧客へのPR・告知のための重要ツールとして無料で
提供した。
また、特別協力の東京都、後援機関・団体には、関係先への配布用として招待券を提供し、警察や消防、自治体、大手企
業の危機管理担当幹部・総務担当者等へはダイレクトメールにて招待券を送付した。

招待券の主な配布対象

警察・消防幹部、自治体危機管理監、各自治体防災・防犯担当幹部、
地方議会、大手企業危機管理担当幹部・総務部、災害拠点病院、国際
観光ホテル、高齢者・障害者福祉施設　等

■プレスリリースの発行
本展の見どころに加え、出展者から新製品発表や実演展示などの詳細情報を募集して、
これらをプレスリリースの内容に反映。主要報道機関や業界関連機関に本プレスリ
リースを展開するとともに、広告代理店を活用してテレビ局取材誘致の強化を図った。

■広告
・新聞

掲載日 媒体
8月5日 警備新報
8月25日 警備新報
9月5日 警備新報
9月10日 セキュリティ産業新聞
9月11日 警備保障タイムズ
9月21日 警備保障タイムズ
9月25日 警備新報
10月1日 警備保障タイムズ
10月2日 日経産業新聞
10月2日 日刊工業新聞
10月4日 日本経済新聞
10月4日 日経産業新聞
10月5日 警備新報
10月5日 日刊工業新聞
10月6日 日経産業新聞
10月9日 日刊工業新聞
10月10日 セキュリティ産業新聞
10月11日 日経産業新聞
10月11日 日刊工業新聞

・雑誌
掲載日 媒体
8号 ほのお
9月号 セキュリティ研究
10月号 セキュリティ研究
秋号 安全保障と危機管理

・WEB
掲載日 媒体
10月2日	
～13日 リスク対策 .com

■パブリシティ
・新聞

掲載日 媒体
10月1日 警備保障タイムズ
10月11日 セキュリティナビ
10月21日 警備保障タイムズ

・テレビ
放送日 番組名

10月11日 NHK
「ニュースシブ5時」

10月11日 テレビ朝日	
「スーパーJチャンネル」

10月11日 TokyoMX
「Tokyo	MX	NEWS」

10月12日 テレビ朝日	
「グッド！モーニング」

10月12日 テレビ東京
「Newsモーニングサテライト」

・WEB
発行日 媒体

10月14日 Response
10月16日 Response

■メールマガジン

発行日 媒体
8月28日 事務局
9月4日 事務局
9月26日 事務局
9月28日 事務局
10月2日 事務局
10月4日 事務局
10月4日 リスク対策 .com
10月5日 リスク対策 .com
10月9日 事務局
10月11日 事務局
10月11日 日本実務出版
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RISCON 会場レイアウト図 ※は共同出展者

SEECAT出口

近代消防社
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災
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西3・4ホール  West Hall 3＆4 西1ホール  West Hall 1
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西3・4ホール  West Hall 3＆4 西1ホール  West Hall 1
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出展者一覧（50音順）※は共同出展者

出展者名 小間番号
あ
アーネストワン 3C21
アールアンドアール 4K10
IHI 1C05
アイコム 3K03
アイテックス 4J25
赤尾 4J22
あかつき 4J04
暁電工 3E11
アキレス 4F24
アクシス 1D13
アコードインターナショナル 4M30
アサノ不燃 4J10
旭・デュポンフラッシュスパンプロダクツ 4J20
　※高階救命器具
芦森工業 4J24
アスト中本 3C01
　※ネオロジスティクス
アドテクニカ 3M17
　※フューチャーイン
AVTEL 1C12
アメリカ州政府協会 2D01
ALSOK 2A01
アンカーハウジング 4M13
イーストアイ 4F04
イーズライフ 1D02
イー・ダブリュ・エス 3C10
　※日本キャステム
イートラスト 3C11
イエロー 3L24
移動無線センター 3C07
インジェニティー 4M31
インテリジェントウェイブ 1F15
ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジ 4F34
エィアンドエィティー 4A26
エイブル山内 4F20
永和マテックス 3M18
エーアイ 3L08
AI TECHNOLOGY 1J02
エーエス 3L17
ASISインターナショナル日本支部 1F11
エコフューチャー 4L25
エス・アイ・オー・ジャパン 4A17
エス・アイ・シー 3E17
SSAセキュリティ総合研究所 1M05
エスシー 2A04
NHKアイテック 3J16
NSK 1G02
NTTPCコミュニケーションズ 3E13
NTTラーニングシステムズ 3J13
FS・JAPAN 4M05
　※HIROBO
　※ノーベルアームズ
FFRI 1C15
えむぼま 3A10
LSIメディエンス 1A11
LLC 4C01
大阪シーリング印刷 4D15
オーストリッチインターナショナル 4D32
大野リビック 4A16
オオハシ 4F37
岡山商店 3F05
オルテック 3G03
か
カイスイマレン 4A30
ガデリウス・インダストリー 4J33
佳来興産 1C02

出展者名 小間番号
河村電器産業 4C31
環境向学 4F02
　※三栄水栓製作所
関西広域連合 3A24
関電工 3C03
気象庁 2B05
北富士オリジン 4A14
キッズウェイ 1C09
キュー・エム・エス情報 3M10
共同印刷 4A12
旭日建設 防水門事業部 4M14
緊急地震速報利用者協議会 2B04
　※JFE コムサービス
　※Jコーポレーション
　※ANET
　※テレネット
近代消防社 2E02
クラレ 4A34
　※ハイランドテクノ
クリロン化成 4G04
警備保障新聞新社 1M07
警備保障タイムズ 1C01
ケーイーエム 4L33
ケネック 3L10
ケルク電子システム 1F12
香彩堂 3L25
こうすい 3D13
　※きんぱね関東
　※きんぱね関西
高知県産業振興センター 4F14
　※アクアデザインシステム
　※高知丸高
　※新高知重工
　※関
　※西宮産業
　※フロムハート
　※マシュール
ゴールドウイン 4A24
コーンズテクノロジー 3J24
ゴトー工業 4F31
さ
埼玉通商 4D02
サイトロンジャパン 4J27
サイボウズスタートアップス 3J14
櫻井興業 4G40
佐野機工 1A03
サポートマーケティングサービス 4C34
サンタックス 4M12
三徳商事 3A12
サンメカトロニクス 1F05
三友工業 3D03
サンワ 4D31
ジェイウィン 3J10
ジェドスタイル 4M09
重松製作所 4C24
シゲミコウキ 4A15
四国プランニング 4M17
シマンテック 1B16
シモン 3L11
ジャパンドームハウス 4A38
シューワ／カトウコーポレーション 4C38
ジョイクラフト 4A20
昭電 1J05
情報処理推進機構 1F13
消防防災科学技術研究推進制度 4F40
新建新聞社（リスク対策.com） 2E01
神鋼造機 3E07

出展者名 小間番号
新日鉄住金ソリューションズ 3J04
信防エディックス 4A27

スカパーJSAT 3C05/
屋外03

スターリング 4C04
スリーエムジャパン 4G32
スリーディー 3M05
生活地図 3M23
　※アイアム
　※日本地図システム
星電 3E16
西菱電機 3C14
セキュリティ産業新聞社 1M06
世田谷工業振興協会 4F38
摂津金属工業 4D28
　※ジーティーライン
セノン 1C03
全国警備業協会 1A02
仙台銘板 1G07
総合サービス 3J25
ソフトバンク 4M11
た
第一電波工業 3M24
大学産業 4A13
ダイキ 4L24
　※上鉄
大自然生活館 4A31
大日本プラスチックス 1J15
太陽エネクス 4D01
高崎精器 4M24
タキガワ・コーポレーション・ジャパン 4G02
タキロンシーアイ 4J09
田中電気 3A15
谷澤商事 4A29
多摩川クラフト 4D14
多摩川精機 1A13
中発販売 3F10
つくし工房 3E08
THK 3C24
ティーエフサービス 3C17
TOA 3A19
ディー・ディー・シーエレクトロニクス 1C16
帝国繊維 4J28
帝人／帝人フロンティア／帝健 4A23
テクノグリーン販売 4D27
デジタリーフ 1F09
テレコム 3J03
テレネット 3L13
東京エレクトロニツクシステムズ 1D11
東京ガスエンジニアリング ソリューションズ 3J11
東京国際消防防災展2018 4K09

東京都中小企業振興公社
4A10/ 
4C10/ 
4F10

　※谷沢製作所
　※ブイシンク
　※坂田電機
　※山小電機製作所
　※光レジン工業
　※トップウォーターシステムズ
　※グリーンハウス
　※アサノ不燃
　※日本スーパーマップ
　※コアシステムジャパン
　※システムクラフト
　※EINS
　※池田計器製作所
　※エムアイメイズ
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出展者名 小間番号
　※アールシーソリューション
　※チャレンジ
　※ジェイエムエス
　※ポート電子
　※CBMIホールディングス
　※クリエイティブワークス
　※小泉製麻
　※エーワンテクニカ
　※セーフィー
　※スペースタイムエンジニアリング
　※シェアクレスト
　※アイサーク
東芝情報システム 1G13
　※トリップワイヤ・ジャパン
トーハツ 4J13
トーヨーセフティー 4G27
TOWA 4M03
土砂災害防止広報センター 4C13
　※アイサーク
トヤマキカイ 3B01
トライリンクス 4J30
　※介護タクシー・アド
トランステック 3M04
ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA） 4J34
な
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 4G38
ナカネ 4L34
ナチュラルプロモーション 4M18
にいがた産業創造機構 4A04
　※ヒカリ食品
　※浅野木工所
　※まつや
　※ウエタックス
　※ホリカフーズ
　※吉川金属
　※防災生活研究会
　※コンパル
　※橘工芸
ニシハタシステム 3M09
　※センチュリー
　※J-mobile
日栄インテック 3C16
日動工業 3A07
日惠製作所 3M02
日建リース工業 1F03
日建リース工業物流事業部 3F14
日本エヤークラフトサプライ 4L28
日本エンコン 4F20
日本キャステム 3C10
日本大学危機管理学部 4A25
日本デジコム 3F11
日本ファシリティマネジメント協会 2D02

出展者名 小間番号
日本貿易振興機構 3L01
　（ジェトロ海外販売代理店・バイヤー商談会）
日本防災士会 2E04
　※防災士研修センター
日本無線 3F13
日本ユニシス 3L14
日本ライフライン 4C32
ニューメディカ・テック 3C19
ネエチア 1A06
農林水産省 2D04
は
パイオニアVC 3J17
ハタヤリミテッド 4F36
パトライト 3E14
パナソニックシステムソリューションズ ジャパン 3E19
パナソニックライティングデバイス 3F01
ハネウェルジャパン 4D13
浜口ウレタン 4A36
パワー・アンド・IT 3A09
阪神交易 3A21
ピーエスアイ 1A15
　※ダークトレース
日立オートモティブシステムズメジャメント 3A05
ビブスドットジェーピー 4L27
ヒューテック 1G09
平野石油 3F04
ファロージャパン 4F32
ブイキューブロボティクス・ジャパン 4G36
フィジオコントロールジャパン 4K28
　※ライオン事務器
　※大塚商会
VPLUS 1F02
富士グローブ 4G28
フジコーワ工業 1G12
富士防災警備 3L16
ブラザー工業 3F16
ブレインズ 1G05
プロップ 1F10
プロテック 1D09
ペリカンプロダクツ 4G37
Bell Energy 3G05
防衛省陸上自衛隊東部方面総監部 4B40

防災安全協会 4C15/
4C20

　※ファシル
　※三喜
　※横井製作所
　※パイロットコーポレーション
　※セパレーターシステム工業
　※ダブルエー・ホールディングス
　※アルファフーズ
　※東京ファインフーズ

出展者名 小間番号
　※グリーンケミー
防犯防災総合展inKANSAI2018 1B01
ポータ工業 1F06
細谷火工 4M08
堀富商工 4L31
ま
マーチ 4L30
まいにち 4D04
マウビック 3E10
マップマーケティング 3L07
三重大学 2D05
　※ナベル
三嶋電子 4C02
みすずホールディングス 4M16
ミツイワ 3C13
MIRAI-LABO 4D24
メテックス 4C27
メトロポリス 1E01
MORIYAエンタープライズ 3A25
や
八重洲無線 3J07
八千代エンジニヤリング 3K05
山岸産業 4C26
大和電器 3A23
ヤマハモーターエンジニアリング 3J19
ヤマハモーターパワープロダクツ 3J19
ユアサグローブ 4J31
ユーアールエー 4C22
ユニット 4D37
横田瀝青興業 3A03
横浜岡田屋 3J21
吉川工業 3J01
淀川製鋼所 4M20
ヨネ 4C37
ら
理経 3A17
リプロ 3A11
リベルタ 3G01
リンテック21 3E20
レッツ・コーポレーション 1A12
レッドレンザージャパン 4F28
わ
ワカイダ・エンジニアリング 4A32
和光機械工業 4D38
ワタベ／JAI 4C28
海外
AerohookTechnology 3F03
Astrophysics 1H01
LOXY Shanghai 1D01
Mediana 4F26
Nocturna 1D12
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7
RISCON TOKYO特別併催企画展

開催概要
名　　称	 テロ対策特殊装備展（SEECAT）’17
主　　催	 株式会社東京ビッグサイト
特別顧問	 佐々	淳行　元	内閣官房内閣安全保障室長
技術顧問	 志方	俊之　帝京大学名誉教授
特別協力	 東京都
後　　援	 	内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）、警察庁、消防庁、公安調査庁、外務省、文部科学省、経済産業省、	

国土交通省、海上保安庁、防衛省、アメリカ大使館商務部、英国大使館国際通商部、イスラエル大使館経済部　（順不同）
協　　賛	 公益財団法人公共政策調査会
運　　営	 アテックス株式会社
展示規模	 131社 183小間（共同出展含む）
入場条件	 招待券の持参者、またはWEB入場審査通過者のみ。
	 ※審査通過者は入場時に顔写真付公的身分証の提示が必要
	 ※WEB入場申請の内容によって、入場不可の場合あり
	 ※入場無料

来場者状況
世界各地で発生しているテロへの対策は、わが国でも最重要課題の一つになっており、国内唯一のテロ対策に特化したSEECATに
は注目が集まっている。治安関係者をはじめ、航空・鉄道関連、重要インフラや商業施設の管理者などからの関心が高い。

日付 天気 来場者数※1 のべ来場者数※2
前回実績

テロ対策特殊装備展（SEECAT）’16
来場者数 のべ来場者数

10月11日（水） くもり 2,113	 6,481	 2,394	 8,092	
10月12日（木） 晴れ 2,557	 6,355	 2,517	 7,732	
10月13日（金） 雨のち曇り 3,046 7,435	 3,119	 8,940	

合　計 7,716 20,271 8,030 24,764 
※１ 氏名・会社名等の来場登録を行った人数。会期中１回のカウントとし、再入場は含まない。
※２ 本展に来場した延べ人数（同日内の再入場を含む）。
※プレス関係者は含まない。

〈来場者業種別構成比〉

治安関係
28.3%

警備
8.6%

エネルギー・プラント	3.7%

情報通信
15.1%

海上・河川
0.7%

その他ユーザー
8.9%

その他
ベンダー
20.1%

航空・鉄道	4.2%

金融・クレジット
1.2%

公共施設・病院
0.7%

商業施設・アミューズメント
1.3%

自動車・道路	1.8%
国・自治体（治安関係以外）

5.4%

■海外来場国：22カ国・地域より来場
　・東アジア・大洋州：オーストラリア、中国、韓国、台湾、ニュージーランド　など
　・その他アジア：	フィリピン、バングラデシュ、カンボジア、マレーシア、シンガポール、タイ、	

ウズベキスタン　など
　・中東・アフリカ：イスラエル　など
　・ヨーロッパ：オーストリア、英国、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、ポーランド　など
　・北米・中南米：コロンビア、チリ、米国	 　（アルファベット順）

警察
37.2%

自衛隊
38.9%

海上保安庁
3.4%

公安調査庁
1.5%

税関・入管・保健所
2.1%

治安関係内訳

消防
16.9%



17

主要来場者（一部抜粋）

警察関係
国家公安委員会 委員
警察庁 長官官房／刑事局／警

備局／情報通信局／生
活安全局／東京都警察
情報通信部／科学警察
研究所／警察大学校

警視庁 オリンピック・パラリン
ピック競技大会総合対
策本部／刑事部／警備
部／公安部／交通部／
サイバーセキュリティ
対 策 本 部 ／ 生 活 安 全
部／組織犯罪対策部／
総務部／地域部／科学
捜査研究所

愛知県警察本部 総務部
茨城県警察本部 刑事部
岩手県警察本部 警備部
大阪府警察本部 警備部
岡山県警察本部 警備部
沖縄県警察本部 警備部
香川県警察本部 警備部
神奈川県警察本部 刑事部／警備課
関東管区警察局 情報通信部
京都府警察本部 刑事部／警備部
近畿管区警察局 情報通信部
熊本県警察本部 刑事部
皇宮警察本部 警備部
埼玉県警察本部 刑事部／警備部／地域

部
静岡県警察本部 刑事部／警備部／生活

安全部／地域部
千葉県警察本部 総務部／刑事部／警備

部／科学捜査研究所
東北管区警察局 情報通信部
栃木県警察本部 警備部／生活安全部／

地域部
長野県警察本部 警務部／刑事部／警備

部／生活安全部
新潟県警察本部 刑事部
兵庫県警察本部 生活安全部
福井県警察本部 警務部
福岡県警察本部 警備部
北海道警察本部 交通部
三重県警察本部 警備部／生活安全部
宮崎県警察本部 警備部／生活安全部
消防関係
総務省消防庁 総務課／消防・救急課／

予防課／国民保護・防災
部／消防大学校／消防
研究センター

東京消防庁 総務部／人事部／企画
調整部／警防部／予防
部／救急部／装備部／
消防技術安全所

神奈川県 厚木市消防本部／小田
原市消防本部／川崎市
消防局／相模原市消防
局 ／ 茅 ヶ 崎 市 消 防 本
部／藤沢市消防局／大
和市消防本部／湯河原
町消防本部／横須賀市
消防局／横浜市消防局

埼玉県 上尾市消防本部／川口
市消防局／熊谷市消防
本 部 ／ 上 尾 市 消 防 本
部 ／ さ い た ま 市 消 防
局／蕨市消防本部

千葉県 市原市消防局／浦安市
消 防 本 部 ／ 柏 市 消 防
局 ／ 木 更 津 市 消 防 本
部／君津市消防本部／
成田市消防本部／船橋
市消防局／四街道市消
防本部

その他地域 うるま市消防本部／北
九州市消防局／京都市
消防局／桐生市消防本
部／周南市消防本部／
仙台市消防局／土岐市
消防本部／富里市消防
本 部 ／ 豊 田 市 消 防 本
部／取手市消防本部／
長野市消防局／日置市
消防本部／東大阪市消
防局

防衛省
整備計画局
統合幕僚監部 防衛計画部／指揮通信

システム部

陸上幕僚監部 運用支援・訓練部／衛生
部／指揮通信システム・
情報部／人事教育部／
装備計画部／防衛部

海上幕僚監部　 指揮通信情報部／人事
教育部／装備計画部／
総務部／防衛部

航空幕僚監部　 運用支援・情報部／人事
教育部／装備計画部／
防衛部

陸上自衛隊 開発実験団本部／研究
本部／中央即応集団／
東部方面総監部／補給
統制本部

海上自衛隊　 補給本部
航空自衛隊 航空開発実験集団／補

給本部
自衛隊情報保全隊 第２情報保全室
自衛隊指揮通信システム隊 自衛隊指揮通信システ

ム隊
自衛隊中央病院 衛生資材部
情報本部 画像・地理部／計画部／

電波部／統合情報部／
分析部

防衛研究所 政策研究部
防衛装備庁 長 官 官 房 ／ 技 術 戦 略

部／装備政策部／調達
事業部／プロジェクト
管理部／電子装備研究
所／艦艇装備研究所／
陸上装備研究所／先進
技術推進センター

財務省
関税局 総務課／監視課／調査課
大阪税関 監視部　密輸対策企画室
関税中央分析所　 第一調査研究室
東京税関 監視部／業務部／調査部
長崎税関 監視部　密輸対策企画室
名古屋税関 監視部　密輸対策企画室
横浜税関 監視部　監視取締センター室
法務省
公安調査庁 総務部／調査第一部／

関東公安調査局
入国管理局 警備課
東京拘置所 総務部
東京地方検察庁 刑事部サイバー係
東京入国管理局 調査企画部門
名古屋入国管理局 中部空港支局　警備部
国土交通省
国土交通省 大臣官房／航空局／港

湾局／国土政策局／自
動車局／総合政策局／
北海道開発局／関東地
方整備局／中国運輸局

海上保安庁 海洋情報部／警備救難
部／装備技術部／交通
部／総務部／羽田特殊
救難基地／横浜機動防
除基地

政府・関係機関等
内閣官房 副長官補（事態対処・危

機管理担当）付／国際感
染症対策調整室／国家
安全保障局／東京オリ
ンピック・パラリンピッ
ク推進本部事務局／内
閣サイバーセキュリテ
ィセンター

内閣府 政策統括官（防災担当）
付／政策統括官（原子力
防災担当）付／総務課

会計検査院 第一局
外務省 大臣官房／総合外交政

策局
環境省 大臣官房／総合環境政策局
国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室
経済産業省 通商政策局
原子力規制庁 長官官房／原子力規制部
厚生労働省 大臣官房／医薬・生活衛

生局／東京検疫所
参議院事務局 警務部
衆議院事務局 警務部
造幣局 貨幣部
特許庁 審査第二部
日本原子力研究開発機構 保安管理部　核物質管理課
自治体関係
東京都 総務局／環境局／港湾

局／主税局／水道局／
福祉保健局

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 警備局
昭島市 地域防災担当
秋田県議会 総務企画委員会
あきる野市 健康福祉部
足立区 危機管理部
厚木市 協働安全部
市原市 総務部　危機管理課
糸魚川市 総務部　総務課
岩手県 総務部　総合防災室
大阪府 副首都推進局（担当局）
葛飾区 地域振興部防災課
鎌倉市 防災安全部
川崎市 港湾局／上下水道局／

総務企画局
さいたま市 水道局
堺市 危機管理室
新宿区 危機管理担当部
千葉県 防災危機管理部
つくば市 市長公室危機管理課
習志野市 総務部　危機管理課
八王子市 福祉部／水循環部
早川町 教育課／振興課／総務

課／町民課
東久留米市 環境安全部／総務部
東広島市 総務部　危機管理課
港区 企画経営部／総務部
宮崎県 総務部　危機管理局
横須賀市 港湾部
外国公館等
イスラエル大使館 政治部
英国大使館 広報部
オーストリア大使館 商務部
カナダ大使館
ドイツ商工会議所
ドイツ連邦共和国大使館 国防武官室
トルコ共和国大使館 総務部
フィリピン国パシグ市 危機管理室
民間企業・団体等
あおぞら銀行 管理部 ファシリティ運営グループ
イケア・ジャパン Unit Risk ＆ Compliance
ウォルト・ディズニー・アトラクションズ パーク運営部
ANAスカイビルサービス 建物設備事業本部　航空整備施設事業部
NAA エレテック 保安施設部
NAAセーフティサポート 業務部
大阪ガス エンジニアリング部
大阪城ホール 施設課
小田急電鉄 安全・技術部
小田急ビルサービス 警備事業部
オリエンタルランド 運営本部　セキュリティ部
鹿島建物総合管理 警備部
川崎市立川崎病院 放射線診断科　核医学　放射線管理室
関西国際空港セキュリティ 企画調整部　警備調整グループ
関西電力 原子力事業本部　原子力安全

部門　危機管理グループ
京都第一赤十字病院 基幹災害医療センター
グランドニッコー東京 総務部
京急サービス 業務統括本部　警備防災担当
原子力セキュリティサービス 警備部
東京動物園協会 総務部
埼玉高速鉄道 鉄道統括部　安全管理課
サンシャインシティ 管理部
JR 東日本テクノロジー 経営企画部
ジェットスター・ジャパン 安全保安管理本部
四国電力 原子力本部　原子力部
清水建設 情報システム部
首都圏新都市鉄道 安全総括部　企画調整課
首都高速道路 保全・交通部　防災対策課
昭和中学校・昭和高等学校 生徒安全部
新関西国際空港 関西空港運用部　警備・保安グループ
新千歳空港ターミナルビルディング 空港保安部
スカイマーク 空港本部　空港管理部
西武鉄道 鉄道本部　安全推進部
セコム Tokyo2020推進本部
セノン 航空部
セントラル警備保障 警務本部
全日警 JR 業務統括部
綜合警備保障 東京オリンピック・パラリンピック推進室
ソフトバンク 総務本部
ソラシドエア 運送本部　航空保安室
損害保険ジャパン日本興亜 総務部

大丸松坂屋百貨店 総務部
髙島屋ファシリティーズ 日本橋セキュリティグループ
高松空港ビル 施設企画部
竹中工務店 エンジニアリング本部
多摩都市モノレール 総務部
中国電力 電源事業本部　原子力運営グループ
中電防災 防災警備部　防災グループ
中部国際空港 空港運用本部　空港運用部　保安・防災グループ
中部電力 原 子 力 本 部 　 原 子 力 部　

防災・核物質防護グループ
テイケイ 施設警備事業部
電源開発 原子力技術部　設備技術室
東海旅客鉄道 総合技術本部　技術開発部　信号通信

技術チーム　セキュリティグループ
東海旅客鉄道 中央新幹線推進本部　中央新幹線建設部
東急セキュリティ タウンセキュリティ事業部　事業推進部
東京医科大学病院 放射線部
東京海上日動リスクコンサルティング ビジネスリスク本部
東京ガス 防災・供給部
東京ガスファシリティサービス セキュリティ管理部
東京港埠頭 総務部
東京国際空港ターミナル 防災保安部
東京国際フォーラム 管理部　総務課
JCHO東京新宿メディカルセンター 救急総合診療部
東京センチュリー 総合リスク管理部
東京建物 ビル事業企画部
東京地下鉄 鉄道本部　安全・技術部
東京電力パワーグリッド 電子通信部　通信ネットワーク技術センター
東京電力ホールディングス 原子力運営管理部　防災安全グループ
東京臨海高速鉄道 安全管理室
東北電力 火力原子力本部　原子力部
トヨタ自動車 先進安全先行開発部
豊田通商 危機管理・BCM推進部　セキュリティ対策室
那覇空港ビルディング 経営管理部　施設課
成田空港警備 管理課
成田国際空港 空港運用本部　総合安全推進部
西日本旅客鉄道 鉄道本部　新幹線統括部
日揮 セキュリティ対策室
日興アセットマネジメント リスクマネジメント本部　

事業継続・情報セキュリティー部
日本電信電話 NTT セキュアプラットフォーム研究所　

セキュリティリスクマネジメントプロジェクト
ニッポン放送 技術局　放送技術部
日本郵船 海務グループ　安全チーム
日本銀行 警備グループ
日本空港ビルデング㈱ 施設運営部　防災保安課
日本原子力発電 発電管理室　警備・防災グループ
日本原子力防護システム 経営本部　経営戦略室
日本原燃 再処理事業部　核物質管理部　

情報セキュリティグループ
日本航空 空港企画部　企画・安全推進グループ
日本電信電話 NTTセキュアプラットフォーム研究所
ニュー・オータニ 内部統制推進室
Vanilla Air 航空保安部
阪急阪神エクスプレス グローバル統括本部　品質管理部　輸送安全課
Peach・Aviation 航空保安課
東日本電信電話 設備企画部　ネットワーク高度化部門
東日本高速道路 管理事業本部
東日本旅客鉄道 総務部　危機管理室
福岡ソフトバンクホークス ファシリティ管理部
藤田観光 管理グループ
北総鉄道 運輸部　旅客課
北陸電力 原子力本部　原子力部
北海道電力 東京支社　技術グループ
本田技研工業 スマートコミュニティ企画部
松屋 庶務部　庶務課　庶務・防災保安・物流チーム
みずほ証券 IT・システムグループ　システムリスク管理部
三井住友銀行 管理部　開発グループ
三井造船 環境安全管理室
三菱東京 UFJ 銀行 総務部
ミリアルリゾートホテルズ 施設管理部　セキュリティ課
明治安田生命保険 総務部　災害対策推進Ｇ
モビリティランド　鈴鹿サーキット 総務課
森ビル 管理事業部 管理運営部
ヤフー データ＆サイエンスソリューション統括本部
ユー・エス・ジェイ オペレーション・エンターテイメント部

 （順不同）
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来場者アンケート集計結果 （回収枚数：302枚）

公務員・
団体職員
28.8%

研究・
開発
11.0%

施設管理 2.8%

総務 2.3%

経営者・役員
9.5%

営業・販売
23.2%

企画・調査 8.9%

広報・宣伝 0.8%
学生 0.3%

その他 6.7%
保安関係（民間） 2.2%

情報システム 3.5%

Q2 今回の展示会を何で知りましたか？（複数回答可）

開催案内パンフレット
招待券

ホームページ

知人の紹介

主催者からのDM

危機管理産業展に来場したから

主催者からのE-Mail

マスメディア

53.6％

24.2％

11.9％

11.6％

2.6％

1.7％

2.3％

(%)0 10 20 30 40 50 60

Q1 あなたの職務権限は？

Q4 この展示会はあなたの役に立ちましたか？ Q5 次回のご来場予定は？

購入・導入を決定する
権限を持つ

4.8%

自分の決定に従って
ほぼ購入・導入が決まる

12.9%

購入・導入を
アドバイス

する立場である

41.5%
機器・システムを
利用する立場から

意見を言う
20.9%

特に役割は
ない
19.9%

それほど役に
立たなかった

2.3%

役に立った

61.7%

非常に
役に立った

36.0%

来場しない
1.0%

来場したい

63.6%

必ず来場する

35.4%

Q3 ご来場の主な目的は？

セミナーに参加するため
5.9%

その他
2.6%

製品・サービスの
情報収集
80.1%

製品・サービスの
購入・導入検討
11.4%

〈来場者職種別構成比〉

Point
来場者を治安関係者に限定したクローズドショーとして開催。関係者にとっては、テロ対策に関する最新情報を入手できる国内唯一の展示
会として浸透している。満足度・次回の来場意欲ともに非常に高く、来場者の積極性がうかがえる。
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展示構成

今回は新たな特設展示ゾーンとして「NBCRテロ対策」を加え、国内外100社を超えるテロ対策に特化した企業により、ハイスペッ
クなテロ対策資機材・サービスが提案された。

〈展示製品〉
爆発物対策�【特設展示ゾーン】 無人ロボット・ドローン�【特設展示ゾーン】

爆発物処理ロボット 自律型ロボット
ラマン分光分析装置 遠隔操作ロボット
耐爆チャンバー 水中無人ロボット
耐爆バッグ
爆発物検知器

画像・映像解析�【特設展示ゾーン】 NBCRテロ対策�【特設展示ゾーン】
車両ナンバー認識システム 化学剤検知器

顔認証システム 解毒薬品
3次元レーザー計測システム 放射線測定器
画像侵入監視ユニット

検知・検査・分析 監視・警戒システム 特殊装備
化学剤検知器 監視カメラシステム 防弾製品

無線機探索システム 赤外線サーマルカメラ ポータブル LEDサーチライト
X線検査装置 旋回式一体型カメラ 潜水用資機材
分光計 ライブ伝送システム ネットランチャー

通信機器・暗号技術 侵入防止設備 シミュレーター・トレーニング機材
衛星通信機器 車両侵入防止用ボラード リアルシミュレーター
衛星中継車 赤外線センサー トレーニング用爆発物シミュラントサンプル

有線・無線インターカムシステム フェンスセンター
映像監視システム 振動センサー その他テロ対策全般

画像・映像解析ソリューション
搬送用担架

リアルタイム回線暗号化・秘匿装置
救急救命・衛生用品

海外出展者

テロ対策の最先端技術を有するイスラエル、英国など多数の海外企業・団体が出展。海外の最新技術・情報を知る唯一の展示会とし
て、治安関係者など多くの関係機関から高い評価を得ている。

〈主な展示製品〉
遠隔監視装置、空中警報／防護システム、CBRN対応マスク・呼吸器、防弾盾、ボディアーマー、防弾べスト・ヘルメット、暗視ス
コープ、監視追尾レーダー　等
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出展者アンケート集計結果

期待どおり

71.1%

期待以上

12.2%期待以下
16.7%

商談は
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29.8%
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0.0％

80.6％

19.4％

商談があった
70.2%

Q1 今回出展に至ったきっかけ
（複数回答可）

Q2 本展への来場者数について
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Q3 会期中における来場者との
商談について

●自由意見
・来場者の層、数ともに充実していた印象
・必要な来場者に対して必要な情報提供ができた
・来場者の目的がピンポイントである

①商談の場として

期待以下
13.5%

期待どおり

77.5%

期待以上

9.0%

④新製品発表の場として

期待以下
5.4%

期待どおり

80.5%

期待以上

14.1%

②新規顧客獲得の場として

期待以下
7.7%

期待どおり

78.0%

期待以上

14.3%

⑤販売促進/PRの場として

期待以下
5.4%

期待どおり

83.7%

期待以上

10.9%

③既存客へのアピールの場として

期待以下
7.7%

期待どおり

80.2%

期待以上

12.1%

⑥製品に対する来場者からの意見収集の場として

期待以下
4.6%

期待どおり

77.0%

期待以上

18.4%

Q4 出展された成果について

※その他の理由
・新製品を発表するため
・RISCONに出展していた
・パビリオンへの出展のため

出展者の7割以上が「商談があった」と回答。出展の成果については、概ね8割の出展者が「期待以上・期待通り」と
回答しており、質の高い来場者と密度の濃い商談や情報交換の機会があったことがうかがえる。

Point
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アドバンストセミナー  会場：西1ホール SEECAT ステージ

10
月
11
日（
水
）

内閣官房セミナー
11：00～11：30
Ｊアラートによる弾道ミサイル情報の伝達について

【講　　　師】　内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付 内閣参事官
 伊藤 　敬 氏

パネルディスカッション

13：00～14：30
内部脅威対策を考える
～空港・鉄道・原子力施設等におけるインサイダー対策～

【パネリスト】　原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ 
　　　　　　　安全規制管理官（核セキュリティ担当） 児嶋 洋平 氏
　　　　　　　慶応義塾大学 法科大学院 教授 山本 龍彦 氏
　　　　　　　法政大学 人間環境学部 教授 永野 秀雄 氏

【コーディネーター】　（公財）公共政策調査会 研究センター長 板橋　 功 氏

12
日（
木
）

パネルディスカッション

13：00～15：00
東京2020のセキュリティを考える 
～東京オリンピック・パラリンピックに向けての取り組みと課題～

【パネリスト】　（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会
　　　　　　　組織委員会 警備局長 今井 勝典 氏
　　　　　　　内閣官房 副長官補（事態対処・危機管理担当）付 内閣参事官
 岩下　 剛 氏
　　　　　　　警察庁 警備局 東京オリンピック・パラリンピック競技大会
　　　　　　　警備対策室長 今井 宗雄 氏
　　　　　　　警察庁 外事情報部 国際テロリズム対策課長 鈴木 敏夫 氏
　　　　　　　警察庁 オリンピック・パラリンピック競技大会 
　　　　　　　総合対策本部 副本部長 堀内　 尚 氏

【コーディネーター】　（公財）公共政策調査会 研究センター長 板橋　 功 氏

13
日（
金
）

パネルディスカッション

13：00～14：30
オリンピックに伴う地方自治体のセキュリティ
～選手団キャンプ地や国際的観光地、
　ソフトターゲット等のセキュリティとその担い手を考える～

【パネリスト】　（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会
　　　　　　　組織委員会 警備局長 今井 勝典 氏
　　　　　　　警察庁 警備局 警備課長 森元 良幸 氏
　　　　　　　国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 空港技術課長
 梅野 修一 氏
　　　　　　　神戸市 危機管理室 室長 鍵本　 敦 氏

公安調査庁セミナー
14：45～15：45
国際テロリズム情勢について

【講　　　師】　 公安調査庁 調査第二部第二課長 丸谷 明彦 氏
　　　　　　　日本大学 危機管理学部 教授 安部川 元伸 氏

出展者プレゼンテーション� 会場：西1ホール SEECAT ステージ

10
月
11
日（
水
）

11：00～11：30 ネットワーク監視 ローデ・シュワルツ・ジャパン（株）

14：45～15：45 Communication and Command and Control イスラエルパビリオン

16：00～17：00 オリンピック等のイベントにおける放射線セキュリティ実例 テクノヒル（株）

12
日（
木
）

10：30～11：30 Peripheral security and Medical solutions イスラエルパビリオン

11：45～12：45 ① CBRN 災害に関連したモデリングとシミュレーション
② Futuretech 社（独）CBRN 除染システムの紹介 ワイマックス（株）

15：30～16：30 Video Analytics イスラエルパビリオン

13
日（
金
）

10：30～11：30 Intelligence and surveillance イスラエルパビリオン

11：45～12：45 人気スポット等、多数の人間が集う場所への車両テロ対策について サノヤス・エンジニアリング（株）

16：00～16：45 英国のサイバーセキュリティー対策 英国大使館国際通商部
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広報活動

1．主な来場メディア
NHK／日本テレビ／テレビ朝日／TBSテレビ／フジテレビ／テレビ東京／共同通信社／産経新聞／毎日新聞社／日本経済新
聞社／読売新聞東京本社／朝雲新聞社／警察通信社／警備保障新聞新社／セキュリティ産業新聞社／電波タイムス社／都政
新聞／日刊工業新聞社／日経BP社ほか
【プレス来場者105名】

2．来場誘致広告、パブリシティ（記事掲載・テレビ放映等）、メールマガジン

3．招待券の配付、プレスリリースの発行
■招待券の配付
出展者に対しては、顧客へPR・告知するツールとして案内パンフレットと招待券を提供した。
また事務局からは、特別協力の東京都、後援機関・協賛団体を通じた治安関係者への来場案内と併せ、警察・自衛隊等の
幹部やインフラ関係事業者の経営層にもダイレクトメールによって招待券を配付するなど、テロ対策が求められるユー
ザーに限定して来場誘致活動を実施した。

■プレスリリースの発行
主要報道機関・関連業界メディア向けに報道用資料を発行。
本年の見どころやセミナー・出展者情報などの詳細を告知し、会場での取材・情報発信を働きかけた。

■広告
・新聞

掲載日 媒体
8月5日 警備新報
8月25日 警備新報
9月5日 警備新報
9月10日 セキュリティ産業新聞
9月11日 警備保障タイムズ
9月21日 警備保障タイムズ
9月25日 警備新報
10月1日 警備保障タイムズ
10月5日 警備新報
10月10日 セキュリティ産業新聞

・雑誌
掲載日 媒体
8号 ほのお
9月号 セキュリティ研究
10月号 セキュリティ研究

■パブリシティ
・新聞

掲載日 媒体
10月1日 警備保障タイムズ
10月11日 セキュリティナビ
10月21日 警備保障タイムズ

・テレビ
放映日 番組名

10月19日 フジテレビ
「ニュースα」

■メールマガジン

発行日 媒体
8月28日 事務局
9月4日 事務局
9月26日 事務局
9月28日 事務局
10月2日 事務局
10月4日 事務局
10月4日 リスク対策 .com
10月9日 事務局
10月11日 事務局
10月11日 日本実務出版
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出展者一覧（50音順）　※は共同出展者

出展者名 小間番号
あ
RS ダイナミックス SS17
アイ・アール・システム SD04
アイティーコスモス SJ02
赤尾 SP12
アサミ技研 SE01
アライドテレシス SU10
アルウェットテクノロジー SB06
EMC ジャパン SF01
イヨンインターナショナル SR14
インフォマティクス SB04
エイビット SU07
エーディーエステック SB09
エーティコミュニケーションズ SH21
エグゼクティブプロテクション SK12
エス・イー・エイ SR19
エス・ティ・ジャパン SR08
FLE SL12
エム・エー・ジェー SJ22
江守情報 SB05
オフィールジャパン SB02
か
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン SA02
キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン SK17
極東貿易 SU06
銀商 SL10
クマヒラ SM04
グローリー SN19
クロス SM22
ゲネシスコンマース SK04
ケンコー・トキナー SK10
公安調査庁 SK01
興和光学 SL01
コーンズテクノロジー SP17
さ
サノヤス・エンジニアリング/帝金 SG08
　※ATG ACCESS
サポートマーケティングサービス SL20
シー・ティ・マシン SL09
　※国際交易
篠田商会 SF08
島津製作所 SF02
ジャパンセル SR22
　※キャロット
ジャパンマシナリー SR15
住商エアロシステム SK02
　※ブルカー・ダルトニック

出展者名 小間番号
セキュリティー SK09
双日エアロスペース SU17
ソリッド・ソリューションズ SG09
　※BCBインターナショナル
ソリトンシステムズ SG06
た
竹中エンジニアリング SL17
谷澤商事 SH09
タムロン SL22
DSE Corporation SH12
　※みらい
帝国繊維 SR12
テクノヒル SS14
　※ミリオンテクノロジーズ
デルフトハイテック SN10
東通インターナショナル SG04
東北エンタープライズ SR06
東陽テクニカ SC05
東洋メディック SF09
ドレーゲル・セイフティージャパン SU15
な
内閣官房 SC11
ナカネ SK20
ナスクインターナショナル SR17

日本海洋 SP10/ 
SP19

日本アクアラング SL08
日本エンジニアリング貿易 SN12
日本ケミカルデータベース SN14
日本工機 SR20
日本実務出版 SJ01
日本ムーグ SD02
ネクシス光洋 SP20
は
ハイテクインター SN08
パル技研 SN20
阪神交易 SK19
美商堂 SD09
日立製作所 SP14
フェーズワンジャパン SN09
富士テクニカルリサーチ SL18
富士電機 SU19
富士フイルム SA05
フリアー システムズ ジャパン マリタイム SC06
防衛装備庁 SB11
ポニー工業 SU14
ま
松田通商 SD06

出展者名 小間番号
ミカミ SA07
三菱重工業 防衛・宇宙セグメント特殊機械部 SJ04
三菱電機 SB08
三菱長崎機工 SN17
や
ヤシマ電気 SC09
ら
リアルビズ SH16
リガク SU21
理経 SF06
理研計器 SS18
リバスト SP22
菱洋エレクトロ SB01
ルミカ SA10
ローデ・シュワルツ・ジャパン SC08
わ
ワイマックス SS20
　※エマージェントバイオソリューション
　※tms
　※ダイナミス
　※フリア ディテクション
　※ケルヒャー フューチャテック
海外
AUDIOTEL INTERNATIONAL SG02
AVON PROTECTION SF03
　※日本エム・アイ・シー
英国大使館国際通商部 SF04
CELLIBER TECHNOLOGIES SH13
イスラエルパビリオン SK06
　※Asine Ltd.
　※Magna-B.S.P.Ltd
　※Agent Video Intelligence LTD
　※C.Mer Industries Ltd
　※R-T INFLATABLE OBJECTS
　※Persys medical
　※DSIT Solutions Ltd
　※TECH 360 LTD
　※QOGNIFY LTD
　※Octopus Systems
　※mobilicom
　※Terrogence Ltd
　※Briefcam Ltd
Kratos Modular Systems Division SD01
Raven Group International,LLC SU08
　※American Military University
STS Corporation SS16
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SEECAT 会場レイアウト図 ※は共同出展者

Exit

Entrance

西1ホール  West Hall 1
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Exit

Entrance

西1ホール  West Hall 1



会 期：2018年10月10日（水）～12日（金）
会 場：東京ビッグサイト　西ホール

8

2018

次回開催予定

RISCON�TOKYO・SEECAT事務局
〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2

大同生命霞が関ビル４階　アテックス（株）内
TEL：03-3503-7641　　FAX：03-3503-7620

E-Mail：［RISCON］ofc@kikikanri.biz　　［SEECAT］ofc@seecat.biz

お問い合わせ


