
スケジュール 会場

お問い合わせ

（SEECAT）

小間番号板

※1～3小間はシングル小間です。

◆出展者プレゼンテーション
●SEECAT会場内の特設ステージで、関心の高い来場者を対象に、時間をかけた十分
　なプレゼンテーションができます。
●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。 

料 金：162,000円（税込・消費税8%）/ 60分
会 場：SEECAT会場内特設ステージ
定 員： 80～100名（予定）
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）

◆セキュリティスポンサー（予定）
●入場時に行うセキュリティチェック用の資機材スポンサー枠です。
●オフィシャルプログラムへの社名掲載やPR看板を設置します。

料 金：324,000円（税込・消費税8%）
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 など

東京ビッグサイト(東京国際展示場)
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

www.seecat.biz

申込締切：2018年6月15日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります 一度申し込んだ出展の取り消し・変更は原則としてできません。万一申込者に
より取り消し、または変更があった場合は、下記のキャンセル料が発生します。

公式WEBサイト、 等

公式WEBサイト等の広告掲載料

⑦

475,200 （税込・消費税8%）

支払期限：2018年6月29日(金) ※振込手数料は申込者がご負担ください

キャンセル料書面による解約通知を受理した日
2018年6月29日(金)以前
2018年6月30日(土)以降

出展小間料金(税込総額)の50％
出展小間料金(税込総額)の100％

SEECAT事務局

Tel: 03-3503-7641 Fax:03-3503-7620   E-mail:ofc@seecat.biz  

〒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 

2018年 3月 出展募集開始

出展申込締切

出展小間料金支払期限

テロ対策特殊装備展’18
(SEECAT)

10月10日～12日

出展者説明会（予定）7月下旬

6月15日

6月29日

出展要項
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東京ビッグサイト 西ホール

FRIWED

金水

www.seecat.biz

■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（科学技術・イノベーション担当）　警察庁　消防庁
　　　　　 公安調査庁　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・申請予定）
■ 運　営 ： アテックス株式会社

出展のご案内



ごあいさつ

　一気に加速した北朝鮮の核・弾道ミサイル開発問題など、アジア各国
の動きを筆頭に、世界中が混沌としています。昨年にドナルド・トランプ
米政権が誕生し、さまざまな政策を推し進めるなか、各国との関係性は
政治､経済、治安、安全保障などあらゆる面で変化をみせ始め、わが国を
取り巻く情勢は大きく変わってきています。

　そして、世界各地では依然としてテロが止むことがありません。わが国
においては、2019年のG20開催やラグビーワールドカップをはじめ､
2020年の東京オリンピック・パラリンピックなど、国際的なビッグイベン
トの開催が立て続けに控えています。諸外国からの要人や多くの訪日客､
そして日常生活を送る国民をどのようにテロの脅威から守るのか、対策
を講じるために残された時間は多くありません。防衛や警察など治安関
係者をはじめとした各関係機関におかれましては、多様に変化するテロ
への対策を一層強化していく必要があります。

　テロ対策の重要性を警鐘するため、危機管理産業展(R ISCON 
TOKYO)の特別併催企画としてスタートした「国内唯一のテロ対策特殊

装備展」SEECATは、今回ではや12回目の開催となります。国際的ビッグ
イベントの開催を前に、本展でテロ対策における最新の資機材や技術､専
門家や海外の知見を入手していくことは何よりも有効的です。出展企業
におかれましては、多くの関係者が一堂に集うSEECATでユーザーの本
質的なニーズを捉えるとともに、自社の製品やサービスを周知できる年に
一度の場でもあります。是非、皆様の積極的な参加をお待ちしています。

　結びに、本展の意義にご理解とご協力をいただいております東京都を
はじめ、多くの関係諸機関に深く感謝申しあげます。

平成30年3月

テロ対策特殊装備展　技術顧問
帝京大学 名誉教授
志方 俊之

名　　称 ： テロ対策特殊装備展（SEECAT）’18
会　　期 ： 2018年10月10日(水)～12日(金)　3日間　10:00～17:00
会　　場 ： 東京ビッグサイト　西ホール
主　　催 ： 株式会社東京ビッグサイト
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　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  他 （順不同、申請予定）
協　　賛 ： 公益財団法人公共政策調査会  他 （申請予定）
運　　営 ： アテックス株式会社
展示規模 ： 150社 200小間｠（共同出展含む・予定）
入場条件 ： 招待券の持参者、またはWEB入場審査通過者のみ。
 ※ただし、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
同時開催展 ： 危機管理産業展(RISCON TOKYO)2018

開催概要 同時開催

開催にあたって

　当社は、2018年10月10日から12日の3日間にわたり、危機管理産業
展の特別併催企画として「テロ対策特殊装備展（SEECAT）’18」を開催
いたします。

　2007年の初回から数えて、今回で12回目を迎える本展示会は、テロ
対策に関する最新鋭の特殊資機材、システムやサービスが一堂に会する
国内唯一のテロ対策専門展として、毎回多くの治安関係者や重要インフ
ラ関係者の方々をお迎えして開催しております。本展に対する来場者の
満足度は非常に高く、ほぼ全ての来場者から次回も来場したいとのアン
ケート結果をいただくとともに、開催規模も拡大基調で推移していること
など、関係者の皆様から寄せられる期待の大きさを強く感じております。

　さて、世界各地では依然として、無差別テロ事件が多発しております。
特に警備体制が比較的緩やかな商業施設やイベント会場などにおいて
「ソフトターゲット」を標的とするテロ事件が増加傾向となっており、我
が国におけるテロ発生のリスクも高まっております。
　こうした状況の中、日本においては２０１９年ラグビーワールドカップや

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会といった国際イベン
トの開催が近づいており、国民への啓発や専門機関による情報収集、分
析を含めて、更なるテロ対策の強化が喫緊の課題となっております。

　当社は本展示会を開催することにより、テロ対策に関する課題解決や
関係者間における情報収集、重要性の啓発を行うことで、国民が安心して
暮らすことのできる社会の実現に寄与してまいります。

　関係各位におかれましては、本展示会の開催趣旨をご理解いただき、
ビジネスの拡大やネットワーキングの場として、積極的にご活用いただく
とともにご支援、ご参画を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年3月

株式会社東京ビッグサイト
代表取締役社長
石原　清次

RISCON TOKYO 特別併催企画

国内最大級の危機管理総合展として、「防災・減災」、「セキュリティ」、「事業リス
ク対策」を中心に「あらゆるリスク」に対処する資機材・サービスが集結。

サイバーセキュリティにフォーカスしたRISCON TOKYOの特別併催企画。
詳細は別冊「サイバーセキュリティワールド2018出展のご案内」をご覧くださ
い。※資料送付希望の方は事務局までお問合せください。

国内唯一！ テロ対策に特化した来場者限定クローズドショー1

政府・自治体、治安関係者、重要インフラ関係者への確実なアプローチ2

2019年より相次ぐ国際ビッグイベントへ向けたソフトターゲット対策も3

「SEECAT」は、ハイスペックなセキュリ
ティ関連資機材・システムから爆発物・
NBCR（核・生物・化学・放射能）テロ対策､
最新鋭のロボット・ドローンや生体認証
システム、画像解析技術等に至る最新の
テクノロジーが集う、国内唯一のテロ対策
に特化したビジネストレードショーです｡

「SEECAT」は、上質なクローズドショー
として入場審査により来場者を限定して
います。警察・消防・自衛隊などの治安関
係者から、テロの標的となりうるエネル
ギー施設や交通インフラ、大規模集客施
設関係者にピンポイントで効率的なアプ
ローチが可能で、出展者と来場者の濃密
な商談機会を創出しています。

2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クを控え、前年にはラグビーワールドカ
ップやG20サミットも予定される中､
人々が集まるイベント会場や観光地、商
業施設などソフトターゲットのテロ対策
強化が急務となっています。「SEECAT」
には、国外からも最先端技術を有する企
業が多数出展。グローバルな知見を入手
できるほか、専門家や出展者によるセミ
ナーでは最新の動向や情報が収集でき
るため、多くの関係者から高く評価され
ています。
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（3日間合計）7,716名

※2017年出展者アンケートより

※2017年来場者アンケートより



メディア展開
業界紙誌、省庁向け機関誌等、ターゲット
を絞った紙面広告を展開します。さらに､
報道機関向けのプレスリリースを発行し､
広く関係者への情報発信も行います。

警　察 公安調査庁

自衛隊 海上保安庁

消　防 税　関

入国管理局

国・自治体（治安関係以外）

民間警備サービス

特 設 展 示 ゾ ーン

注意

検知・検査・分析
薬物検知器
化学物質検知器
放射線検知器
ガスモニター
金属探知器
Ｘ線検査装置
非破壊分析システム
薬物分析装置 など

監視・警戒システム
ネットワークカメラ
赤外線・高感度カメラ
映像・監視システム
レーダー／ソナー
暗視装置・カメラ など

通信機器・暗号技術
衛星通信システム
IP電話・無線
暗号化技術
有線・無線インターカムシステム
サイバー攻撃ソリューション
など

侵入防止設備
セキュリティゲート
侵入感知センサー
車輌ストッパー
侵入者監視システム
ハイセキュリティボラード
赤外線センサー など

港湾警戒ソリューション
●港湾警戒トータルソリューション
●赤外線センサー
●水中センサー
●音響センサー
●海域監視ネットワークシステム など

爆発物対策
●爆発物検知ゲート／爆発物検知器(固体･液体)
●簡易爆発物検知（RFIDタグ・携帯式）
●爆発物処理資機材
●防爆・耐爆資機材 など

画像・映像解析
●画像・映像解析／鮮明化処理装置
　解析ソリューション／デジタル鑑識ソリューション
●ビデオ映像自動解析・照合ソフト
●車番・ナンバープレート解析 など

NBCRテロ対策
●検知器
●マスク
●除染関連資機材（除染シャワー・除染剤散布）
●洗浄関連資機材 など

●放射線測定器
●防護服

無人ロボット・ドローン
●ドローン／無人航空機(UAV)／車両(UGV)
　舟艇(USV)／潜水艇(AUV／ROV)
●無人爆弾処理機／耐高放射線対応ロボット　
　警備ロボット／偵察監視ロボット／水中ロボット
●無人走行放水ロボット／無人救助ロボット
　医療品運搬ロボット
●オートパイロットシステム など

生体認証システム
●顔認証／虹彩認証／静脈認証／指紋認証
●非接触型入退室管理システム など

特殊装備
特殊車両／鎮圧用装備
非殺傷武器／防弾装備／潜水機材
化学防護服／防毒マスク
ヘルメット・ゴーグル
シェルターハウス／探索用スーツ
除染・トリアージ資機材 など

テロ対策全般
包括的なテロ対策・セキュリティ
資機材提案
書籍・媒体 など

シミュレーター・トレーニング機材
シミュレーションシステム
模擬訓練システム
トレーニングツール
擬似サンプル・試薬
コンサルティング など

●工場に関するセキュリティ
●耐電磁パルス関連
●高セキュリティクラウドネットワーク通信機器・システム など

●新しい認証システム
●東京オリンピック向けセキュリティ製品

来場者が充実を希望している
出展製品・分野
（2017年来場者アンケートより）

招待券送付

招待券・入場許可証持参者のみ来場 セキュリティ
チェック

対象者のみに入場許可証発行

入場申請
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出展者

公式WEB

厳密な来場登録・
入場審査で
来場者を限定

来場フロー

上質なクローズドショーとして、治安関係、国・自治体、
重要インフラ関係者に来場を限定し、濃密な商談機会を創出

治安関係、国・自治体など

重要インフラ関係

航空会社、空港
ほか

鉄道、モノレール、
新交通システム　ほか

バス、トラック、
その他運輸業・物流業

旅客・貨物船、港湾管理
ほか

河川・ダム、浄水場、
下水処理場　ほか

高速道路、橋梁、トンネル
ほか

大型商業施設、アミューズメント施設、スタジアム・アリーナ、
ホテル　ほか

金融、情報通信
ほか

発電所、プラント・
コンビナート ほか

公共施設、病院・学校
ほか

来
場・商
談

NEW

出 展 対 象

国内唯一のテロ対策に特化したビジネストレードショー
来 場 対 象展

示・Ｐ
Ｒ

国内法令に接触する物品（武器・銃器等）は出展できません。 許可なき出展に伴う損失、損害について、主催者は一切責任を負いません。
不明点等ございましたら、事務局までご相談ください。 併催行事・プロモーション活動

VIP誘致とDM一斉発送
全国47都道府県および全政令指定都市
の危機管理監や、全国警察本部長・警備
部長、消防署長等に対し、SEECATへの
来場誘致を行います。また、行政機関の
幹部や重要施設のエグゼクティブ、来場
対象となる関係諸機関・団体への来場
誘致活動も展開します。

アドバンストセミナー
会場内特設ステージにおいて、テロ対策
の専門家や有識者を招いたセミナーを開
催します。
各種テロ対策や海外事例等のプログラム
で構成し、特殊な情報収集を目的とする
聴講希望者を誘致します。

●併催行事 ●プロモーション活動


