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出展申込方法
Web 申込または出展申込書 ( 書面 ) による申込のいずれかの方法でお申し込みください。

出展申込書 ( 書面 ) による申込 * 会社印・個人印・原本提出 必須

書面による申込をご希望の場合は、申込書類一式を送付いたします (PDF 支給 ) ので事務局までご
連絡ください。出展規約を必ずご確認いただき、以下の書類に必要事項をご記入押印のうえ原本を
事務局まで送付ください。

出展申込に必要な書類

● 出展申込書 (No.1)　【必須】

● 共同出展者申請書 (No.3)　【該当出展者】

● 出展分野申請書 (No.2)　【必須】

● 販促拡大ツール申込書 (No.4)　【該当出展者】

Web 申込 推奨 原本提出・印鑑不要！出展申込から契約までWebで完結

●本システムは弁護士ドットコム株式会社が運営するクラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」
　を利用した出展申込受付システムです。

●出展連絡担当者とは別に、出展承認者のメールアドレスが必要となります。

事務局にて申込内容を確認したのち、クラウドサインより連絡担当者へ「確認依頼メール」が配信
されます。申込内容をご確認のうえ、メールの案内に沿って『承認』してください。

連絡担当者の『承認』が完了すると続けて、出展承認者へ「確認依頼メール」が配信されます。
申込内容をご確認のうえ、同様に『承認』してください。

連絡担当者・出展承認者のお二方の承認ののち、事務局による『承認』が完了すると出展契約締結
となり、「締結完了メール」が配信されます。

「締結完了メール」の添付書類が申込の控えとなりますので保管してください。

出展を申し込む展示会の公式サイトトップページより Web 申込フォームへアクセス。
出展規約を必ずご確認のうえ、必要事項を入力してお申込みください。

www.kikikanri .biz/application_form/

RISCON TOKYO

www.seecat.biz/application_form/

SEECAT



ご出展に関するアンケート
本紙にてご意向をお知らせください。なお、本紙は出展申込書ではありません。

□               危機管理産業展2023 □                 テロ対策特殊装備展'23
ご関心のある展示会・出展分野について（あてはまるものに　  を付けてください。）

□重要インフラ向けサイバー･フィジカル･セキュリティ

□港湾警戒 / 水際対策
□ソフトターゲットテロ対策
□ロボット / ドローン活用・対策
□CBRNE テロ対策
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□ 出展予定　（　　　　）小間　決定時期（　　　　）月頃
□ 出展検討中（　　　　）小間　決定時期（　　　　）月頃
□ 詳細説明を希望  (訪問・TEL・メール・Web会議)
□ 出展しない（理由：                      ）

出展に関するご相談・ご要望など自由にご記入ください。

展示会名展示会名 時期時期

役職名：

TEL:

氏名：

所在地：

FAX:

E-mail:

所属部署：

●ご記入者／資料送付先●ご記入者／資料送付先

【個人情報の取り扱いについて】
 ご提出いただきました個人情報については、(株)東京ビッグサイトの個人情報保護方針に基づき、(株)東京ビッグサイトおよび運営等の委託会社にて厳重に監督・管理いたします。
 なお、(株)東京ビッグサイトの個人情報保護方針については、https://www.bigsight.jp/visitor/privacy-statement/をご参照ください。

出展予定または検討中の製品・分野

上記展示会への出展について（あてはまるものに　  を付けてください。）

会社名：

〒

□防災・減災
□BCP・事業リスク対策
□セキュリティ

□危機管理DX・サイバー対策ソリューション
□危機管理ドローンソリューション

併催企画

特別テーマ

テーマ展示

FAXFAX：03-3503-762003-3503-7620FAXにてご返送くださいFAXにてご返送ください
Webフォームからもご回答いただけます。Webフォームからもご回答いただけます。



【出展者プレゼンテーションお申込に際してのご注意】
　※開講希望日は原則として先着順で受け付けますが、事務局で調整を行う場合があります。
　※最新の申込状況については、事務局までお問い合わせください。
　※追加備品が必要な場合は、事前に事務局までお問い合わせください。(別途有料)
　※主催者および事務局による告知活動は、聴講者数を保証するものではありません。

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:ofc@seecat.biz　URL：www.seecat.biz

出展申込フォームにてお申込みください。

お問合せ

プレゼンテーションのプログラム・テーマ・申込(開講)会社名は、公式WEBサイト、案内パンフレット、会場内の配布物などでも幅広く告知されます。
来場者向け案内パンフレットや会場マップなどの各種広報物で告知

販促拡大ツールのご案内

●開 催 日　2023年 10月 11日 ( 水 ) ～ 13日 ( 金 )
●会　　場　SEECAT会場内　特設ステージ
●定　　員　150名 ( 予定 )
●利用時間　60分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )

【利用料金】　165,000円 ( 税込 )
【申込締切】　7月31日 ( 月 )

会期終了後、当日聴講された方の情報を提供いたします。関心をもったユーザーを確実に把握でき、今後のビジネスにご活用
いただけます。また、プレゼン終了後、聴講者を展示ブースへ誘導することで、一層の出展効果が期待できます。

有望顧客をリストアップ

●申込条件
　SEECATまたはRISCONに原則1小間以上出展
●募集機器・サービス
　生体認証／金属探知機／X線検査装置　等

【協 賛 金】　330,000円 ( 税込 ) ／ 1枠
【申込締切】　8月31日 ( 木 )

【セキュリティスポンサーお申込に際してのご注意】
　※原則として先着順で受け付けますが、事務局で調整を行う場合があります。
　※最新の状況については、事務局までお問い合わせください。

例年、申込締め切り前にキャンセル待ちになる人気のツールです。

ご検討・お申し込みはお早めに！

入場時に行うセキュリティチェック用の資機材・サービス等のスポンサー枠です。
全来場者が利用 * 一部 VIP 来場者をのぞく

2 セキュリティスポンサー2 セキュリティスポンサー

1 出展者プレゼンテーション1 出展者プレゼンテーション
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主要来場者の実績* ＊前回(2022年)の主な来場者23

警察関係

警察庁　　　　　　　     

　長官官房／生活安全局／ 刑事局／交通局／警備

　局／サイバー警察局／東京都警察情報通信部／

　関東管区警察局／警察大学校／科学警察研究所

　／皇宮警察本部

警視庁

　総務部／刑務部／交通部／警備部／公安部／刑

　事部／生活安全部／組織犯罪対策部／サイバー

　セキュリティ対策本部／警察署（池袋／麹町／品

　川／城東／高井戸／高尾／高島平／滝野川／東

　京空港／東京湾岸／東大和）

愛知県警察本部   刑事部／警備部

茨城県警察本部   刑事部／警備部

大阪府警察本部   警備部

沖縄県警察本部   警備部

香川県警察本部   生活安全部

神奈川県警察本部

　総務部／警務部／生活安全部／地域部／刑事部

　／ 警備部／サイバーセキュリティ対策本部／相模

　方面本部

岐阜県警察本部   総務部

京都府警察本部   警務部／警備部

熊本県警察本部   警務部／刑事部／警備部

群馬県警察本部   地域部

埼玉県警察本部  

　総務部／警務部／地域部 ／刑事部／警備部

千葉県警察本部   地域部／刑事部／警備部

栃木県警察本部   

　生活安全部／刑事部／警 備部

富山県警察本部   刑事部

長野県警察本部   刑事部／警備部

奈良県警察本部   警部部

新潟県警察本部   刑事部

兵庫県警察本部   総務部／刑事部

広島県警察本部   生活安全部／交通部

福井県警察本部   警備部

福岡県警察本部   警備部

三重県警察本部   警備部

宮崎県警察本部   警備部

消防関係

総務省消防庁

　総務課／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

　企画調整部／総務部／人事部／警防部／防災部

　／救急部／予防部／装備部／安全推進部／消防

　学校／消防方面本部（第二、第三、第九）／消防署（

　牛込／大井／荻窪／葛西／蒲田／神田／北多摩

　西部／清瀬／小金井／狛江／品川／志村／城東

　／杉並／成城／千住／田園調布／中野／日本橋

　／光が丘／深川／府中／丸の内／四谷）

各市町村消防局／消防本部／消防組合

　赤穂市／厚木市／市原市／入間東部地区／印西

　地区／浦安市／小田原市／各務原市／柏市／上

　山市／川口市／川越地区／川崎市／木曽広域／

　京都市／神戸市／五泉市／埼玉県央／さいたま

　市／埼玉西部／埼玉東部／相模原市／佐倉市八

　街市酒々井町／山武郡市／鈴鹿市／草加八潮／

　千葉市／天童市／名護市／成田市／蓮田市／富

　士市／町田市／三郷市／八千代市／大和市／横

　須賀市／横浜市

防衛省関係

防衛省

　防衛政策局／整備計画局／統合幕僚監部／陸上

　幕僚監部／海上幕僚監部／航空幕僚監部／情報

　本部／北関東防衛局／陸上自衛隊／海上自衛隊

　／航空自衛隊／防衛大学校／防衛研究所／自衛

　隊中央病院／自衛隊サイバー防衛隊

防衛装備庁

　長官官房／装備政策部／プロジェクト管理部／技

　術戦略部／調達事業部／航空装備研究所／陸上

　装備研究所／艦艇装備研究所／次世代装備研究所

財務省

法務省

　矯正局／横浜刑務所／東京拘置所／立川拘置所

　／横浜拘置支所

検察庁 東京地方検察庁

東京拘置所 総務部用度課

東京拘置所 特別部門

公安調査庁 

　総務部／調査第二部／関東公安調査局

出入国在留管理庁 

　総務課／在留管理支援部／東京出入国在留管理局

法務省

法務省   矯正局／刑事局

公安調査庁   総務部

出入国在留管理庁   東京出入国在留管理局

拘置所   東京拘置所／立川拘置所

国土交通省

国土交通省

　大臣官房／鉄道局／自動車局／航空局／東北地

　方整備局／関東地方整備局／中部地方整備局／

　東京航空局／東京航空交通管制部

海上保安庁

　総務部／装備技術部／警備救難部／第三管区／

　第五管区

中央省庁

内閣官房 

　国家安全保障局／内閣サイバーセキュリティセン

　ター／国際博覧会推進本部事務局／小型無人機

　等対策推進室

内閣府 

　地方創生推進室／公正取引委員会

デジタル庁   戦略・組織グループ

総務省 

　総合通信基盤局／関東総合通信局

外務省 

　大臣官房／総合外交政策局／警備対策室

財務省 

　関税局／関税中央分析所／東京税関／横浜税関

　／大阪税関

厚生労働省 

　DMAT事務局／関東信越厚生局

経済産業省 

　貿易経済協力局／製造産業局

環境省 

　大臣官房／自然環境局／原子力規制委員会／原

　子力規制庁

自治体

東京都 

　総務局／産業労働局／建設局／下水道局

東京都　市区町村 

　荒川区／板橋区／大田区／北区／品川区／杉並

　区／墨田区／文京区／西東京市

道府県 

　岩手県／神奈川県／香川県／高知県／埼玉県／

　静岡県／千葉県／栃木県

市区町村 

　厚木市／岩国市／大村市／岡崎市／鎌ケ谷市／

　亀山市／神崎町／狛江市／札幌市／つくば市／富

　里市／習志野市／成田市／前橋市／八潮市／大

　和市／横浜市／横浜市鶴見区／蕨市

外国公館等

米国大使館   商務部

イスラエル大使館   経済部

米国空軍   米海軍横須賀基地司令部

在日米陸軍キャンプ座間   在日米陸軍医療局

米海軍横須賀基地司令部  海軍憲兵隊

関係機関・団体等

2025年日本国際博覧会協会   運営事業局危機管理部

宇宙航空研究開発機構   航空利用拡大イノベーションハブ

科学技術振興機構   知的財産マネジメント推進部

国立感染症研究所   感染症危機管理研究センター

衆議院事務局   警務部警務課

情報通信研究機構   オープンイノベーション推進本部

新エネルギー・産業技術総合開発機構  ロボット・ＡＩ部

電力中央研究所   グリッドイノベーション研究本部

東京都立産業技術研究センター   研究開発本部

日本原子力研究開発機構      原子力緊急時支援・研修センター

日本サイバー犯罪対策センター    経済・金融犯罪対策チーム

日本消防協会   総務部企画

預金保険機構   システム統括室

量子科学技術研究開発機構   放射線医学研究所

民間企業・団体

IHI   防衛事業連携統括部

IHIエアロスペース   営業部

愛知製鋼   スマート事業統括部

芦森工業   機能製品事業本部

アマゾンウェブサービスジャパン    パブリックセクター技術統括本部

アマノ   総合戦略企画本部

いすゞ自動車   特車営業部

出光興産   モビリティ戦略室

伊藤忠商事   航空宇宙部

ウォルト・ディズニー・アトラクションズ    パーク運営部

エアバスヘリコプターズジャパン   営業企画部

ANAスカイビルサービス   安全品質推進部

SMBC日興証券   株式調査部

SBI証券   社長室

NECプラットフォームズ   パブリックプロダクツ事業部

NECネットイノベーション   エネルギーソリューション部

NTTデータ   危機管理ソリューション担当

NTTデータ先端技術   ファシリティ事業部

ENEOS   川崎製油所

大阪ガスセキュリティサービス   営業第二部

オリエンタルランド   セキュリティ部セキュリティグループ

オリジン   エレクトロニクス事業部営業部

鹿島建設   建築設計本部

川崎重工業   船舶海洋Div営業総括部

関西電力   セキュリティ管理グループ

関電工   社会インフラ統轄本部営業第四部

北九州市立八幡病院   救急科

きらぼし銀行   五反田支店

熊本国際空港   空港運用本部保安防災部

KSP   警務本部

KDDI  ビジネスデザイン本部営業1部

京阪ビルテクノサービス   保安事業部

京葉流通倉庫   総務人事部

神戸製鋼所   総務・CSR部

JFEエンジニアリング   環境本部アクア事業部企画グループ

JFEプロジェクトワン   技術統括室事業開発Gr

J-POWERジェネレーションサービス   原子力部

JERA   ICT戦略部ビジネスアライアンスユニット

ジャパンマリンユナイテッド   艦艇戦略企画部

JALUX   空港事業開発部

靖國神社   管理課

首都圏新都市鉄道   安全総括部

商工中金   新木場営業所

商船三井フェリー   管理部

新久喜総合病院   看護部

新京成電鉄   経営企画部

新百合ヶ丘総合病院   救急センター

SUBARU   航空宇宙カンパニー生産技術部修理改造技術課

住友重機械工業   装備システム事業部営業部

住友商事   電力インフラ事業第二部

石油資源開発   新規事業推進部/海外事業3部

セコム   技術開発本部

Zホールディングス   グループリスクマネジメント部

セントラル警備保障   営業本部鉄道営業第二部

全日警   総務部

全日本空輸   総務部リスクマネジメントチーム

綜合警備保障   セキュリティ科学研究所

ソフトバンク   IT‒OTイノベーション本部サービス基盤統括部サービス基盤企画部

ダイキン工業   特機事業部研究設計部

大陽日酸JFP   生産開発部

大和証券   エクイティ調査部

多摩都市モノレール   運輸部駅務管理所

中部電力   浜岡原子力発電所

中部電力パワーグリッド   東京事務所

千代田化工建設   デジタル企画マーケティング部

帝国ホテル   総務部安全管理課

デンソー   東日本事業本部

東海旅客鉄道   企画推進部

東急電鉄   安全戦略推進委員会

東京医科歯科大学病院   救命救急センター

東京ガスファシリティサービス   セキュリティサービス部

東京多摩病院   事務室

東京地下鉄   安全・技術部

東京電力ホールディングス   原子力安全・統括部原子力企画グループ

東京ドームファシリティーズ   セーフティ事業部

東京臨海高速鉄道   設備管理区

東芝   コーポレートコミュニケーション部

東芝プラントシステム   原子炉機器システム設計部機器開発グループ

東武タワースカイツリー   電波塔事業本部

東北電力   原子力本部原子力部（原子力防災・防護）

東レ   機能製品部

トヨタ自動車   東京本社

成田空港警備   機械警備部

成田国際空港   施設保全部

西日本高速道路   東京事務所総務企画課

西日本電信電話   ビジネス営業本部

JR西日本   ガバナンス推進本部

日油   化薬事業部

日揮グローバル   知的財産部

日産自動車   R&D総務ファシリティマネージメント部

日産車体  実験部

日清製粉グループ本社  企画本部

日本電気  経営管理部門

日本飛行機  技術品証本部技術部システム設計課無人機係

日本郵政  施設部

日本貨物航空  成田空港支店

日本貨物鉄道 リスク統括本部危機管理部

日本原燃  核物質防護課

日本航空  IT企画本部

日本航空宇宙工業会  技術部

日本空港ビルデング  施設運営部

日本信号  役員室

日本製鋼所  特機本部開発部

日本赤十字社医療センター  救命救急センター・国内医療救護部

日本通信エレクトロニック  総務部

日本内燃力発電設備協会  総務部

日本品質保証機構  総合製品安全部門計画室

羽田エアポートセキュリティー  警備防災部警備防災課

阪急阪神エクスプレス  品質管理部ISO・輸送安全課
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス  リスクマネジメント本部危機管理部

東日本高速道路関東支社  管理事業統括課

東日本銀行  ソリューション営業課

東日本電信電話  ビジネスイノベーション本部ソリューションビジネス部公共第二

東日本旅客鉄道  長野支社

日立建機  新事業創生ユニット顧客ソリューション事業部ソリューションサポート部

日立国際電気  営業本部公共ソリューション営業部

日立GEニュークリア・エナジー  福島・廃炉措置エンジニアリングセンター

日立システムズ  関東甲信越支社

日立製作所  ディフェンスシステム事業部

日立パワーソリューションズ  産業ソリューション部

広島国際空港  運用本部運用企画部

富士ソフト  パブリック統括部

富士通Japan  公共デリバリー本部

富士電機  パワエレ営業本部社会ソリューション統括部営業第三部

BellTextron  コントラクト

防衛技術協会  事業部

北陸電力  東京支社原子力・技術チーム

本田技研工業  経営企画統括部コーポレートデベロップメント部

舞浜リゾートライン  安全マネジメント推進部

丸紅ユティリティ・サービス  原子力第一部

ミサワホーム  ITソリューション部

みずほ銀行  渋谷法人部

三井住友銀行  総務部

三井物産  輸送機械第四部

三菱ケミカル  滋賀研究所成形加工技術研究室

三菱重工業  技術戦略推進室

三菱倉庫  企画業務部

三菱総合研究所  FTU

三菱電機  統合防衛宇宙システム部

三菱電機システムサービス  セキュリティシステム事業推進グループ

三菱UFJ銀行  田町支店

ミリアルリゾートホテルズ  セキュリティ部

森ビル  商業施設事業部

ヤオコー  内部統制室

矢崎総業  危機管理部

郵船ロジスティクス  QPIグループJ‒QPIチーム

ユニチカ  特需部

りそな銀行  芝支店営業第二部

(順不同)
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あ
RSダイナミックス
アイ・アール・システム
赤尾
芦森工業
アトス
アルウェットテクノロジー
アルゴ
イヨンインターナショナル
インフォマティクス
ウッズ
EIZO
エーディーエステック
エーティ コミュニケーションズ
エスアンドカンパニー
エス・ティ・ジャパン
エム・エー・ジェー
MSAB Japan
MS.Project
オプテックス
オペレーション･トレーニング･サービス
か
佳来興産
極東貿易
ゲネシスコンマース
ケン・オートメーション
公安調査庁
コーンズ テクノロジー
さ

サイバーディフェンス研究所
サイマルテニアス
サノヤス・エンジニアリング／帝金
シープレックス
七洋交産
ジャパンセル
出入国在留管理庁
住商エアロシステム
セキュリティー
　※ノーベルアームズ
双日エアロスペース
ソリッド・ソリューションズ
ソリトンシステムズ
た
Chainalysis Japan
帝金／サノヤス・エンジニアリング
テクノサイエンスシステムズ
東芝インフラシステムズ
東北エンタープライズ
東陽テクニカ
な
内閣官房
日本エヤークラフトサプライ
日本エンジニアリング貿易
日本オートマティック･コントロール
日本海洋
日本工機
日本原子力研究開発機構
日本コントロールシステム

日本通信エレクトロニック
ネクシス光洋
は
ハイテクインター
ハナイ
ビュージックス　コーポレーション
フジタ医科器械
　※Vanad Training And Consulting
富士フイルムイメージングシステムズ
防衛装備庁
ポニー工業
Bohemia Interactive Simulations
炎重工
ま
ミクニエアロスペース
三井物産エアロスペース
MILITIVE
メトロームジャパン
ら
リアルビズ
リガク
理研計器
ロボティクス・センタージャパン
　※シマヅプレシジョンインスツルメンツインク
　※Almata Global
海外
SPECTRONIC DENMARK


