
2016年12⽉1⽇
SCF／計測展TOKYO 実⾏委員会

開催説明会

システム コントロール フェア (SCF) 2017
計測展2017 TOKYO 

1



⽬ 次
• 産業⾰命と技術の変遷
• SCF/計測展が発信する潮流
• SCF2017/計測展2017 TOKYO コンセプト
• 展⽰会対象分野と出展対象品⽬
• 開催概要
• 充実の併催企画
• 来場者プロモーション
• 前回開催結果報告
• 今後のスケジュール

2



産業⾰命と技術の変遷
▼18世紀後半 ▼19世紀後半 ▼20世紀後半

情報技術

第1次 機械
第2次 電気

第3次 電⼦

18世紀後半から始
まった産業の発展は、
21世紀の現在、
機械、電気、電⼦、
情報技術が融合する
新たな局⾯に達した。

現在 未来

融合
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ものづくりの企業では、社内の情報システムやオートメーションを⽀える様々なシステム
がつながることはもちろん、さらに顧客や同業者ともつながり多様なニーズや需要に対応
できるようになる。 同様に異種分野におけるシステムともつながることで、新しい付加価
値が⽣まれ、より⾼度なサービスの提供が可能となる。

ものづくり
企業



IoT
(Internet of Things)

AI
(Artificial Intelligence)

Big‐data

「第4次産業⾰命 - つながる化」を発信

「概念」から「ユースケース・実践」へ

SCF/計測展
2015

SCF/計測展
2017

継承
&

進化

M2M
(Machine to Machine)
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SCF/計測展は、「潮流」を発信する展⽰会

2016年トピックス︓IoT分野でのグローバル連携が加速
4⽉ ⽇:RRIと独:PI4.0が、IoT/I4.0に関する協⼒に合意

10⽉ ⽇:IoT推進コンソシアムと⽶:IICが、IoT分野で連携の覚書

「IoT元年」



SCF2017
システム コントロール フェア

計測展2017 
TOKYO

２つの展⽰会が合同開催

• 展⽰会統⼀コンセプト:
「オートメーションと計測の先端技術総合展」

〜IoTで未来を拓くものづくり新時代〜

国内唯⼀の
ファクトリーオートメーション（ＦＡ）

専⾨展

国内最⼤の
計測と制御の

専⾨展
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（同⼀会場・同時開催 から 合同開催へ）



IoTで未来を拓くものづくり新時代
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オートメーションと計測の先端技術総合展

来場者

出展者

出展者

マッチング 連携
マッチング

SCF2017 計測展2017TOKYO

グローバル
連携

異種連携



技術, 製品 (機器 & システム), ソフトウェア, ソリューション

全産業分野の
ものづくり

鉄鋼, 化学, ⾃動⾞, 電機・電⼦, 
機械，医療, ⾷品，農業，など

社会基盤
（インフラ）

エネルギー, ⽔，排出物処理,
物流，交通, ビル，など

制御 駆動 計測

配電 省エネルギー 新エネルギー

展⽰会の対象分野と出展対象品⽬

出展対象品⽬

ICT IoT M2M AI ビッグデータ活⽤
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東京ビッグサイト (東京国際展⽰場、有明)
⻄1・3・4ホール・アトリウム

2017年11⽉29⽇（⽔）
〜12⽉1⽇（⾦）

開催概要

※東ホール同時開催︓2017国際ロボット展
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⼀般社団法⼈ ⽇本電機⼯業会（JEMA）
⼀般社団法⼈ ⽇本電気制御機器⼯業会（NECA）
⼀般社団法⼈ ⽇本電気計測器⼯業会（JEMIMA）



東京ビッグサイト⻄ホール全館にて開催
（ホール1・3・4・アトリウム）
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会期中、東京ビッグサイトは
ものづくりを⽀える産業が集結︕

国際ロボット展
（同時開催）



出展⼩間数
800⼩間以上 （1,118）

来場者数（出展者除く）

50,000⼈ （49,484）

※想定規模は努⼒⽬標であり確約するものではありません。
※2015実績は、⻄ホール1・2・3・4開催によるものです。

2015実績

2015実績
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開催概要



充実の併催企画（講演会・セミナー）
■キーノートセッション

1.産業界を代表するトップエグゼクティブが登壇
2.「⽇独フォーラム」の開催
3.IoTを推進する⾃治体の⾸⻑クラスが登壇

■パネルディスカッション／グローバルセッション
1.ものづくりの「国際会議」の開催
（パネリストは、⽇・独・⽶・ASEANから招へい）
2.中堅・中⼩製造業のIoT事例を紹介

■スポンサードセッション
■出展者セミナー
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充実の併催企画（展⽰・ゾーン）
■主催者特別企画・アトリウムステージ

「IoTで未来を拓くものづくり新時代
〜概念からユースケース・実践へ〜」

をテーマに、展⽰とステージ（映像・トークショウ）
で情報発信します。（協⼒︓RRI、IVI、他）

■IoTネットワークゾーン
各企業・団体の展⽰とステージプレゼン
テーションで最新技術動向を紹介します。

■海外パビリオン
■⼤学・⾼専テクニカルアカデミー
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展⽰会に向けた来場者プロモーション
• 2016年

– 9⽉ ⼤使館・貿易促進団体および関連団体向け説明会（9/27）
公式サイトhttp://scfmcs.jp/⽴上げ

– 10⽉ CEATEC JAPAN2016コンファレンス特別講演でのPR（10/7）
JEMA特別セミナーでのPR（10/18）

– 11⽉ 計測展2016 OSAKAでのPR（11/9-11）
– 12⽉ 開催説明会（12/1）

• 2017年
– 6⽉ プレセミナー開催 … 展⽰会テーマを事前発信（6/1）
〜11⽉ 来場者拡⼤に向けたメディアプロモーション強化

⽇経BPメディアでの特集記事企画、読者へのEメール/eDM
有⼒業界専⾨紙、雑誌への記事掲載
スマートフォン・SNS（ソーシャルメディア）による情報発信
公式サイトでの展⽰会の⾒どころの早期紹介
国際ロボット展との事前広報共同企画
会期直前および会期中の集中的なメディア露出
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CEATEC JAPAN 2016 コンファレンス 特別講演にて
「SCF2017／計測展2017TOKYO」のPRを⾏いました。
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今後も、さまざまな機会に「SCF／計測展」のPRを⾏ってまいります。



前回開催結果のご報告

2015年12⽉2⽇（⽔）〜 4⽇（⾦）

東京ビッグサイト（⻄1・2・3・4ホール・アトリウム）
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来場者数、過去最⼤
49,484⼈

●⽇毎内訳

（前回⽐︓135％、出展者除く）

前回開催結果



海外からの来場者数

1,042 人

（前回⽐、⼤幅増）

アジア最⼤の産業展を⽬指して
世界の名だたるリーディング企業が多数出展
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前回開催結果
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来場者プロフィール
前回開催結果



出展者数 281
（企業・団体） 前回⽐148％

出展⼩間数 1,118
前回⽐126％

※ システムコントロールフェアと計測展の合計値
19

前回開催結果
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併催企画︓講演会・セミナー
潮流︓「第4次産業⾰命 - つながる化 -」

を軸に、全コンテンツを構成
過去最⼤規模で開催

119セッションに、8,238名が参加

前回開催結果
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☆出展申込は下記サイトよりWEB申込をお願いいたします。
http://nkbp.jp/scfmcs2017

• 2017年6⽉ 1⽇ プレセミナー開催（東京・イイノホール）
• 2017年6⽉16⽇ 展⽰会出展申込締切
• 2017年8⽉ 3⽇ 「出展者説明会」開催
• 2017年9⽉ (予定） 来場者事前登録開始
☆★詳細は展⽰会公式ウェブサイトにて公開します。★☆

http://scfmcs.jp/

今後のスケジュール

展⽰会本番 :2017年11⽉29⽇ 〜 12⽉1⽇
(東京ビッグサイト・⻄ホール)

2016年12⽉1⽇ 「開催説明会」および「記者発表会」を開催
明⽇ 12⽉2⽇（⾦）午前10時に展⽰会出展申込受付を開始
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ご出展をお考えの皆様へ

• SCF/計測展は、⼯業会主催の⼿作り感のあるユニーク
な展⽰会、今回合同開催という形で更に進化します。

• 出展者の皆様のビジネス発展に貢献する商談機会の充
実を図り、出展メリットが最⼤となる展⽰会を⽬指します。

• ⼯業会主催ならではの業界からの情報発信を⾏い、
出展者・来場者の皆様の情報共有・交流を図れるよう
取り組みます。

• どうぞ積極的にご出展いただき、皆様のビジネスの発展に
向けてお役⽴ていただければ幸いです。



2

事務局からのご案内



東京ビッグサイト (東京国際展⽰場、有明)
⻄1・3・4ホール、アトリウム

2017年11⽉29⽇（⽔）
〜12⽉1⽇（⾦）

開催概要

※東ホール同時開催︓2017国際ロボット展
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⼀般社団法⼈ ⽇本電機⼯業会（JEMA）
⼀般社団法⼈ ⽇本電気制御機器⼯業会（NECA）
⼀般社団法⼈ ⽇本電気計測器⼯業会（JEMIMA）



出展⼩間数
800⼩間以上 （1,118）

来場者数（出展者除く）

50,000⼈ （49,484）

※想定規模は努⼒⽬標であり確約するものではありません。
※2015実績は、⻄ホール1・2・3・4開催によるものです。

2015実績

2015実績
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開催概要
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会場利⽤計画（展⽰会場イメージ）
●4階展⽰会場(⻄3・４ホール)に出展者セミナー会場 (70名×5会場）を設けます。

アトリウム・イメージ

1階・イメージ

4階・イメージ
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会場利⽤計画（講演会・セミナー ※予定）
レセプションホールB 101・102会議室

定員︓350名 定員︓100名
Keynote session ①②③ 主催者・関連団体セミナー

パネルディスカッション Executive Serminar
グローバルセッション ワークショップ
Evening session スポンサードセッション
スポンサードセッション

会議棟

（2階） （4階 ⻄ホール3・4）
セミナー会場①・② セミナー会場 A・B・C・D・Ｅ

定員︓70名 定員︓70名
NECAセミナー

JEMIMA委員会セミナー

展⽰会場　

出展者セミナー
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出展者セミナー
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出展者セミナー
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出展者セミナーの会場概要

会場設備●会場設備

液晶プロジェクター、スクリーン、マイク（2本）
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スポンサードセッション
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スポンサードセッション
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スポンサードセッションの会場概要
会議棟 1階



展⽰会に向けた来場者プロモーション
• 2016年

– 9⽉ ⼤使館・貿易促進団体および関連団体向け説明会（9/27）
公式サイトhttp://scfmcs.jp/⽴上げ

– 10⽉ CEATEC JAPAN2016コンファレンス特別講演でのPR（10/7）
JEMA特別セミナーでのPR（10/18）

– 11⽉ 計測展2016 OSAKAでのPR（11/9-11）
– 12⽉ 開催説明会（12/1）

• 2017年
– 6⽉ プレセミナー開催 … 展⽰会テーマを事前発信（6/1）
〜11⽉ 来場者拡⼤に向けたメディアプロモーション強化

⽇経BPメディアでの特集記事企画、読者へのEメール/eDM
有⼒業界専⾨紙、雑誌への記事掲載
スマートフォン・SNS（ソーシャルメディア）による情報発信
公式サイトでの展⽰会の⾒どころの早期紹介
国際ロボット展との事前広報共同企画
会期直前および会期中の集中的なメディア露出
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⽇経グループのメディアによるプロモーション

ものづくり・電機・⾃動⾞・ロボット・エネルギー、経営、ICT/イノベーション、
グローバルまで、想定されるターゲットへ確実にアプローチします。
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有⼒業界紙 / 有⼒業界誌 / 専⾨サイト
を活⽤したプロモーション



公式SNSアカウントのご紹介
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SNSを活⽤して、既存の来場者層だけでなく新たな来場者層の獲得を⽬指します︕
Facebook
会期中のみならず、

SNSからビジョンやメッセージを⽇々発信中!

来年2⽉には、
来場者との交流を図るため

オフ会を開催します︕

ぜひ出展者の皆様も
いいね︕をお願いします︕

Twitter

1,966
(2016年11⽉21⽇現在)

会期中は来場者による投稿で反響をチェック︕

出展ブースの様⼦などを会期中タイムリーに投稿︕

より多くの⽅に拡散するため
ぜひフォローをお願いします︕
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■出展料⾦
◎普通⼩間（間⼝3m×奥⾏3m×⾼さ2.7m）※スペースのみ

JEMA/NECA/JEMIMA 会員︓ 320,000 円（税別）/1⼩間
⼀ 般 ︓ 350,000 円（税別）/1⼩間

※別途装飾費⽤がかかります。

◎出版･報道⼩間（間⼝3m×奥⾏2m×⾼さ2.7m）
160,000 円（税別）/1⼩間

◎パッケージブース付き⼩間（間⼝3m×奥⾏3m×⾼さ2.7m）
JEMA/NECA/JEMIMA 会員︓ 420,000 円（税抜価格）
⼀ 般 ︓ 450,000 円（税抜価格）

※附帯している設備等につきましては、公式ウェブサイトに資料をご⽤意しております。
ご確認ください。

■ 出展者セミナー料⾦
1 セッション(40分)︓150,000 円（税別）
■スポンサードセッション協賛費
1セッション(90分)︓1,000,000円（税別）
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出展申込の⽅法
出展申込の⼿順が変わります︕

出展申込は、下記サイトよりWEB申込をお願いいたします
http://nkbp.jp/scfmcs2017

※郵送でのお申込は受け付けることができませんので、ご注意ください※
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☆出展申込は下記サイトよりWEB申込をお願いいたします。
http://nkbp.jp/scfmcs2017

• 2017年6⽉ 1⽇ プレセミナー開催（東京・イイノホール）
• 2017年6⽉16⽇ 展⽰会出展申込締切
• 2017年8⽉ 3⽇ 「出展者説明会」開催
• 2017年9⽉ (予定） 来場者事前登録開始
☆★詳細は展⽰会公式ウェブサイトにて公開します。★☆

http://scfmcs.jp/

今後のスケジュール

展⽰会本番 :2017年11⽉29⽇ 〜 12⽉1⽇
(東京ビッグサイト・⻄ホール)

2016年12⽉1⽇ 「開催説明会」および「記者発表会」を開催
明⽇ 12⽉2⽇（⾦）午前10時に展⽰会出展申込受付を開始
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●お問い合わせ先●
システム コントロール フェア / 計測展 TOKYO

運営事務局（⽇経BP社）

〒108‐8646 東京都港区白金1‐17‐3 NBFプラチナタワー
電話 03‐6811‐8084 FAX 03‐5421‐9170
E‐mail：scfmcs2017@nikkeibp.co.jp
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