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出展のご案内前回実績 2017年2月1日（水）、2日（木）

出展メリット

前回出展者の声

■彩の国ビジネスアリーナ２０１８特別企画（予定）

お問い合わせ先

出展のお申込は
WEBから！ ※出展申込書もご用意しております。お問い合わせください。

URL http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

●初めての出展でしたが、次回は反省点をいかして参加したいと思います。
●他社・他業種との情報交換の場が多く持てるのでとても良かったです。
●ライバル企業の動行が気になるので出展しました。
●来場者数が多く、しかも新しい技術開発の必要性について意識の
高い来場者が多数いました。
●予期せぬ出会いのチャンスが多く、その後の取引へ繋がる可能性
もある展示会だったと思います。
●お客様が何に興味を持つか情報収集できたので、次回は展示製品・
ＰＲ手法を見直して出展します。
●いろいろな方と新規取引に繋がる出会いがありましたので、また
出展したいです。

彩の国ビジネスアリーナ２０１８実行委員会事務局
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５  ソニックシティビル１０Ｆ　（公財）埼玉県産業振興公社内
ＴＥＬ０４８－６４７－４０８６　ＦＡＸ０４８－６４５－３２８６  Ｅｍａｉｌ：bizmatch@saitama-j.or.jp

●費用が安く、とても参加しやすいと思います。
●２回目の出展でしたが、前回よりも弊社ブースにお越しいただい
たお客様が増えました。
●将来の受注拡大と新分野への展開のための情報を得ることがで
きました。
●他の展示会よりも具体的な商談ができました。
●３年連続で出展させていただき、当社の認知度も上がってきまし
た。今後も続けて開催してほしいです。

ビジネスアリーナ 検索
携帯電話では表示できない
場合があります

※ビジネスアリーナ2017
　出展者アンケートより

航空・宇宙、ロボット、医療・福祉等に関わる企業を招へいし、最新の技術・製品の展示とともに、ビジネスマッチングの
機会を提供します。先端産業ゾーン

海外からの産業支援機関や企業を招へいし、海外展開に取り組む企業とのビジネスマッチングの機会を提供します。

企業の経営力強化に役立つ最新ITの展示を通じて、それらの利活用を提案します。

グローバルビジネスゾーン

ITソリューションゾーン

初出展でも安心充実した出展サポート
出展による成果を上げるための研修会等を開催。
初めての展示会出展でも安心です。

出展者 出展者数６５３企業・団体、
出展小間数８１５小間

豊富な来場者　来場者数：１７,142人
彩の国ビジネスアリーナは、さまざまな分野の企業・団体が参加する国内最大級
の展示商談会として年々広まり、昨年は製造業を中心とした幅広い業種から
17,000人を超える方々にご来場いただきました。
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来場者役職会社規模業　　種

公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団/公益財団法人全国中小企業取引振興協会/公益財団法人茨城県中小企業振興公社/公益財団法人栃木県産業振興センター/
公益財団法人群馬県産業支援機構/公益財団法人千葉県産業振興センター/公益財団法人長野県中小企業振興センター/公益財団法人東京都中小企業振興公社/
公益財団法人にいがた産業創造機構/埼玉県信用保証協会

経済産業省関東経済産業局/さいたま市/独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部　埼玉職業能力開発促進センター/
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）　関東貿易情報センター/株式会社日本政策金融公庫さいたま支店/一般社団法人情報サービス産業協会/一般社団法人埼玉県経営者協会/
埼玉経済同友会/埼玉中小企業家同友会/一般社団法人埼玉県商工会議所連合会/埼玉県商工会連合会/埼玉県中小企業団体中央会/朝日新聞社さいたま総局/埼玉新聞社/
産業経済新聞社さいたま総局/テレビ埼玉/日刊工業新聞社さいたま総局/日本経済新聞社さいたま支局/フジサンケイビジネスアイ関東総局/NHKさいたま放送局/
毎日新聞社さいたま支局/読売新聞東京本社さいたま支局

彩の国ビジネスアリーナ2018実行委員会事務局
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1－7－5  ソニックシティビル10F （公財）埼玉県産業振興公社内
TEL048-647-4086　FAX048-645-3286　Email：bizmatch@saitama-j.or.jp　出展のお申込はWEBから！ URL http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

埼玉県/公益財団法人埼玉県産業振興公社/公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会/株式会社埼玉りそな銀行/株式会社武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/飯能信用金庫/
川口信用金庫/青木信用金庫

株式会社さいたまアリーナ/埼玉東部ヤクルト販売株式会社

受注獲得、新規開拓の絶好の場
自社の製品や加工品を展示し、それらの技術力をアピールする
絶好の機会です。毎年、多数の取引がビジネスアリーナの場から
生まれています。

取引成立件数76件ビジネスアリーナ２０１７（前回）
開催後、３か月時点での商談実績

次回もまた出展したい86.7％ 2018 1.24[水] 25[木]
URL  http://bizmatch.saitama-j.or.jp/
ビジネスアリーナ 検索

出展のお申込みはWEBから！

携帯電話では表示できない
場合があります

10：00～18：00
さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）会場
埼玉県さいたま市中央区新都心８番地

10：00～17：00
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出展概要 下記仕様の展示ブースをご用意いたします。出展概要 下記仕様の展示ブースをご用意いたします。

募集定数 お申込み方法

お申込み後の流れ

お申込みに当たっての留意事項

事務局から出展料をご請求させていただきます。

※会場内の出展区分エリアは１１月上旬頃に確定する予定です。
※出展場所（展示ブース位置）は出展区分エリアの中から、お申込み順に
空いている場所からお選びいただきます。

会場内における出展区分ごとのエリア決定後、該当する出展区分エリア内において、お申込み
順で出展場所（展示ブース位置）をお選びいただけます。

出展者事前説明会　場所：市民会館おおみや　大ホール
■出展規約や展示品等の搬入出方法等についてご説明いたします。
■《スタンダードプランでお申込みいただいたご出展者様対象》
会場内の出展区分エリア内ごとに出展場所（展示ブース位置）を決定する抽選を行います。
■展示会をより効果的に活用していただくためのセミナーを併せて実施いたします。

精密機器関連（測定・分析・理化学等）／電気・電子機器関連（民生用、産業用機器等）
一般機械装置関連（一般・工作機械、自動化装置等）
医療・福祉機器関連（介護・健康・医療機器等）／光学機器関連／その他の製品　等

鋳造／ダイカスト／鍛造／プレス／板金／製缶／機械加工（金型含む）
表面処理／熱処理／ゴム／プラスチック／電気組立（基板、配線含む）　等

情報処理／情報通信／情報システム／ソフトウエア開発　等

エネルギー、環境関連（公害防止、廃棄物、リサイクル、省エネルギー、
水質浄化設備、エコ住宅）の機械器具・サービス　等

■2017年10月17日（火）以降のお申込みについては、印刷物
等への掲載ができませんので、予めご了承ください。
■2017年10月17日（火）以降のお申込み取り下げについては、
出展料を返金できませんので、予めご了承ください。
■展示目的・内容が開催趣旨にそぐわない場合など、お申込み受
付をお断りすることがございますので、予めご了承ください。

■会場内での物販は禁止とさせていただきますので、予めご了
承ください。
■天災等の不可抗力により、展示会が開催不能であると主催者
が判断した場合、展示会を中止・中断することがあります。その
場合、出展者の負担経費、生じた損害等について、主催者は
補償の責を負いませんので、予めご了承ください。

2017年
12月6日（水）

2017年
11月上旬

随　　時

展示品等の搬入時における会場内への車輛入場時間帯をお選びいただきます。

該当する出展区分エリア内において、
出展場所（展示ブース位置）をお選びいただけます。

出展申込書もご用意しております。ご要望に合わせて
お送りいたしますので事務局までご連絡ください。

URL http://bizmatch.saitama-j.or.jp/
ビジネスアリーナ 検索

携帯電話では表示できない
場合があります

製　　　　　品

加工技術・部品  

ＩＴソリューション

サービス、物流　等そ　　の　　他

エネルギー・環境

出展のお申込みは
WEBから！

W３，０００ × D２，０００ × H２，７００（ｍｍ）
背面：Ｗ３，０００ × Ｈ２，７００（ｍｍ）/左右：Ｗ１，０００ × Ｈ２，７００（ｍｍ）
出展者名板（Ｗ１，８００ × Ｈ２００（ｍｍ）/上段：キャッチフレーズ、
下段：出展者名を表記）が１出展者につき１枚付きます。
Ｗ１，８００ × Ｄ６００ × Ｈ７００（ｍｍ）
１脚

展示スペース：
壁面パネル：
パ ラ ペット：

テ ー ブ ル：
椅　　　　子：

壁面パネル：背面（Ｗ４，０００ × Ｈ２，７００（mm)）を自社PRにご活用いただけます。

締切日以前でも、定数に達し次第、締切りとさせていただきますので、お早めにお手続きください。
※車輌一時待機場は、会場から少し離れています。
　ご不便をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
　なお、展示物の運搬には、宅急便・ボックスチャーター便等のご利用をお勧めします。

注意事項

募集対象 埼玉県及び隣接都県等に事業拠点があり、次の出展対象区分に該当する企業・団体等。

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

■展示ブース(１小間分)の仕様

※仕様は若干変更する場合がございます。
※コーナーに位置する展示ブースは通路側の
　壁面パネルが付きません。
※コンセント・照明器具等は含まれません。
　電力供給を必要とする場合は、出展者事前
　説明会以後のお申込み・受付となります。

W４，０００ × D１，５００ × H２，７００（ｍｍ）
背面：Ｗ４，０００ × Ｈ２，７００（ｍｍ）/左右：Ｗ７５０ × Ｈ２，７００（ｍｍ）
出展者名板（Ｗ1，8００ × Ｈ２００（ｍｍ）/上段：キャッチフレーズ、
下段：出展者名を表記）が１出展者につき１枚付きます。
Ｗ１，８００ × Ｄ６００ × Ｈ７００（ｍｍ）
１脚

展示スペース：
壁面パネル：
パ ラ ペット：

テ ー ブ ル：
椅　　　　子：

ス
ー
パ
ー

プ
レ
ミ
ア
ム
プ
ラ
ン

１０小間限定（展示会場出入り口に設置された特別企画の小間です）

プ
レ
ミ
ア
ム

プ
ラ
ン

■展示ブース（１小間分）の仕様はスタンダードプランと同内容
　スタンダードプランに下記の特典が付加されます。

１小間当たり
77,000円

（消費税込）

１小間当たり
108,000円

（消費税込）

Premium
Plan

１小間当たり
150,000円

（消費税込）

Super Premium
Plan

Standard
Plan

特典１

特典２

展示品等の搬入時における会場内への車輛入場時間帯をお選びいただけます。特典２
特典1

会場内の出展場所（展示ブース位置）は、
該当する出展区分エリア内において、抽選※に
より決定します。
※出展者事前説明会に併せて行います。

１小間分の展示ブース
イメージ

○-00
×××××のことならおまかせください

㈱○○製作所

2000mm
3000mm

2700mm

《プレミアムプラン・スーパープレミアムプランでお申込みいただいたご出展者様対象》

■展示ブース（１小間分）の仕様

【出展区分エリア】

※複数小間のお申込みも可能です。事務局まで
ご相談ください。
※お申込みの受付は、募集定数に達し次第、締
切りとさせていただきます。

760小間 彩の国ビジネスアリーナ２０１８公式WEBサイト「出展のお申込み」
ページから必要事項をご入力ください。
URL  http://bizmatch.saitama-j.or.jp/
※出展申込書もご用意しております。ご要望に合わせてお送りしま
すので事務局までご連絡ください。
※お申込み内容の確認・修正は、ＷＥＢサイトをご利用ください。
お申込み後に自動返信される受付メールに確認・修正の方法が
記載されています。
修正受付期限：１０月１６日（月）１７：００

 募集締切  2017年10月16日（月）です。


