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安全・安心に配慮し、 
大規模改修工事を着実に実施しています。 
 

※一部のトイレのみ設置完了。順次、工事を進行中。 

お客様に満足していただける環境づくりに努めています。 

東京ビッグサイトでは、年間約300の展示会と約1,000の会議が開催され、 

約1,200万人のお客様をお迎えしています。 

昨年度もまた、様々な見本市・展示会等が開催され、多数の方々にご利用いただきました。 

これもひとえに、主催者・出展者の方々をはじめとする多くの皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 

東京ビッグサイトにおいては、開業から14年が経過し、施設の更新時期を迎えています。 

そこで、昨年末から、10ヶ年に及ぶ施設の大規模改修工事を開始しました。 

その中で、お客様サービス向上のための施設・設備の充実に向けた工事も実施しています。 

工事にあたっては、安全性の確保はもちろん、お客様に安心してご利用いただけるよう十分配慮しています。 

これまでに、新たなサービスや設備の提供に向けた工事を行うとともに、 

施設の経年劣化による修繕等を実施してまいりました。 

その一部をご紹介するとともに、今後の予定をお伝えします。 

経年劣化による修繕等  
■ 展示ホールの天井照明を更新・修繕 

■ 展示ホールの諸室備品（机やいす等）を更新 

■ 会議棟のカーペットを交換 

 

新たなサービスや設備の提供に向けた取り組み 
■ 東展示棟内にＶＩＰルームを設置 

■ 国際展示場正門駅（ゆりかもめ）からの通路に防風スクリーンを設置 

■ 共用エリアに光ＬＡＮ配線を設置 

■ 館内トイレに温水洗浄便座を設置※ 

本年度は、国際会議場やレセプションホールを含む会議施設における 

内装の改修、音響・照明設備の更新等に着手する予定です。 

今後も、日本最大の国際展示場に恥じない評価をいただけますよう、 

引き続き努力を重ねてまいりますので、 

変わらぬご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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明日を拓く事業を展開します。 

東京ビッグサイト主催、
今、時代は大きく動き、展示会にも新しい発想

が求められています。当社は、時代のニーズに

応え、「感動する出会い」を自らプロデュース

するために、展示会の主催等、自主事業を積極

的に展開しています。 

Focus

ＪＩＭＴＯＦ2010 
第25回日本国際工作機械見本市 

2010年10月28日（木）～11月2日（火） 

 

今秋開催！ 

　国内外の工作機械トップメーカーが一堂に会するJIMTOF

は、最新鋭の工作機械が世界で最も早く発表される展示会と

して、多くのユーザー・バイヤーから高い評価をいただいて

います。1962年の初開催以来、およそ半世紀、常に最先端

の技術や情報を発信し続けており、自動車、建設機械、航空

機、造船、エネルギー産業等、様々な工作機械のユーザー業

界から注目されています。 

韓国ＳＩＭＴＯＳにて記者会見を開催！ 

　4月13日（火）、韓国で開催された工作機械展 SIMTOS2010

（The 14th Seoul International Machine Tool Show 

2010）にて、JIMTOF2010の記者会見を開催しました。

このほか、展示会場内にPRブースを設け、来場誘致活動を実

施しました。 
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　2月28日（日）、東京の名所をコースとした日本最

大の市民マラソン「東京マラソン2010」が盛大に開

催されました。4回目を迎えた本年は、フルマラソン

に参加した3万2千人のランナーがフィニッシュ地点

の東京ビッグサイトを目指しました。厳しい気象条件

のもと始まった同大会ですが、午後には天候も回復

し、94％の方が完走しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　また、同日に、東京マラソンを盛り上げるサブイベン

トとして、「東京マラソンファミリーラン2010」が初

開催されました。当社も共催する本イベントは、小学

生にも走る喜びを体験してもらうことにより、スポー

ツの素晴らしさを伝えたいという考えから生まれた企

画です。当日は、500組の親子が元気よく東京ビッグ

サイトまでの2kmのコースを駆け抜けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　東京マラソン、ファミリーラン共に、申込者数は定員

の約9倍と、両イベントの人気の高さがうかがえます。 

　開催直前の2月25日（木）から27日（土）の3日間

には、ランナー受付を行うほか、協賛企業等が関連

商品を販売・展示する「東京マラソンEXPO 2010」

が東京ビッグサイトにて開催され、東京マラソンの賑

やかな雰囲気を一層盛り上げました。 

業界注目の展示会！ 感動を生んだ東京マラソン 
今年はサブイベントとして 

東京マラソンファミリーランが開催 

　危機管理産業展は、防犯、防災、リスク管理等、危機管理

に関する最新の製品やサービスを一堂に集めた総合展示

会です。昨年は、新型インフルエンザ対策の集中展示やカ

ンファレンス等を実施し、TVや新聞で紹介される等、多方

面から多くの関心を集めました。第6回の開催となる本年

も、展示内容の更なる充実はもちろん、セミナー等の併催

企画も多数ご用意し、皆様のご来場をお待ちしています。 

■ 名称／危機管理産業展（RISCON TOKYO）2010 

■ 会期／2010年10月6日（水）～8日（金） 

■ 特別併催展／テロ対策特殊装備展（SEECAT）'10、 

　　　　　　　アスベスト&環境リスク対策展'10

■ 名称／JIMTOF2010  第25回日本国際工作機械見本市 

■ 会期／2010年10月28日（木）～11月2日（火）6日間 

■ 会場／東京ビッグサイト 全館 

■ 主催／（社）日本工作機械工業会、（株）東京ビッグサイト 

■ 後援／外務省、経済産業省、NHK（予定） 

■ 協賛／日本工作機械輸入協会、 

　　　　一般社団法人 日本鍛圧機械工業会、 

　　　　日本小型工作機械工業会、日本工具工業会、 

　　　　超硬工具協会、（社）日本工作機器工業会、 

　　　　日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、 

　　　　ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機工業会、 

　　　　（社）日本フルードパワー工業会、 

　　　　日本試験機工業会、（社）日本歯車工業会 

■ 出展規模／約45,000㎡、約5,000小間予定 

開催概要 

危機管理産業展（ＲＩＳＣＯＮ ＴＯＫＹＯ）2010 

2010年10月6日（水）～ 8日（金） 

今秋開催！ 

開催概要 



強い風や雨を防ぐ 

防風スクリーンが完成 
　「強風をどうにかできないの？」 

　「駅から来る時、雨に濡れないようにして欲しい」 

　このようなお客様の声にお応えし、ゆりかもめ・国際展示

場正門駅からの通路に防風対策のためのスクリーンを

設置しました。通路中央部分に設置されたガラスの防風ス

クリーンは、吹き付ける風や雨を低減する効果があります。

今後も、皆様に安心してご来場いただける環境づくりを進

めてまいります。 

地球にやさしい施設を目指して 

ＣＯ2排出量削減への取り組み 
　当社は、4つの施設（東京ビッグサイト、有明パークビル、

TFTビル、タイム24ビル）を管理・運営しています。昨年度

は、CO2排出量の更なる削減に向けて、施設の改善や管理方

法の見直しに取り組みました。本年度は、東京ビッグサイトに

おける展示ホール内の照明をブロック点灯できるよう改造す

る予定です。さらに、外気を取り込んで空調負荷を下げるた

めの展示ホールの改修も計画しています。 

展示棟は館内全面禁煙に 

喫煙場所の移設 
　東京ビッグサイトでは、ご利用いただくすべてのお客様に

とって快適でやさしい環境づくりを心がけており、東西の展

示棟において館内全面禁煙化を進めています。現在は、分煙

化を徹底するため、館内喫煙所の撤

去・移設に取り組んでいます。 

　喫煙されるお客様におかれまし

ては、所定の喫煙場所以外での喫

煙をご遠慮いただきますよう、何卒

ご協力をお願いいたします。 

 

さらに使いやすい施設に 
　東京ビッグサイト会議棟の改修工事実施に伴い、下記

期間は6～8階の会議室はご利用いただけません。なお、

1階の会議施設は通常通りご利用いただけます。 

＜取り組み例＞ 
■ 空調ファン等の駆動ベルトを省エネ型に転換 
■ 省エネ遮光フィルムの貼付 
■ モーター式ポンプの消費電力を抑制するインバータの導入 
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一部会議室の閉鎖に関するお知らせ 

＜閉鎖期間＞ 
■ 2010年8月2日（月）～23日（月） 
■ 2010年11月20日（土）～2011年1月22日（土） 



東 京 ビ ッグ サ イトを 支 える 人々  

＜取り扱い内容＞ 
■ イベントや会議の開催案内 
■ 施設の案内 
■ 交通の案内 
■ 遺失物の受付 
■ 車いすのレンタル 等 

 

　数多くのイベント・会議が開催される東京ビッグサイト。訪

れるお客様は年間1,000万人以上です。そんなお客様の窓

口となる総合案内では、イベントや会議の開催案内、施設の

案内等、東京ビッグサイトに関する各種お問合せを承ります。

ご来場時にお困りの際は、お気軽にお声掛けください。 

年間で約18万件ものお客様対応をしています 

国際的な視点で活動しています 

海外交流 
　韓国では、第三者機関による統計データの整備、展示会の

開催支援、施設の拡張等、国の政策として展示会産業の育成

に取り組んでいます。一方、日本においては、展示会に関す

る統計整備の重要性が認識され始めており、今後の国の取り

組みに期待が高まっています。 

　当社では、本年1月から2月、韓国の展示施設KINTEX

（Korea International Exhibition Center）とCOEX

（Convention & Exhibition）にそれぞれ1ヶ月間社員を

派遣しました。滞在中は、実際の業務を通じて韓国の展示

会産業を学ぶとともに、それぞれの施設との相互交流を深

めました。なお、このような取り組みは2006年から継続し

て実施しており、これまでに計10名の社員が相互交流して

います。 

１年分のイベント情報を掲載 

イベントカレンダー2010年春号発行 
　東京ビッグサイトで開催されるイベント情報を掲載したイ

ベントカレンダー2010年春号を発行しました。本誌では、

2010年4月～2011年3月までのイベントをご紹介してい

ます。また、東京ビッグサイトから徒歩3分の場所にあるTFT

ビルで開催されるイベントも一部ご紹介しています。 

　主に、東京ビッグサイト館内にて配布しておりますので、ご

来場の際には是非お持ち帰りください。 

本誌はホームページにも掲載しています。 

http://www.bigsight.jp/general/event/calendar.html 

※主催者の希望により、掲載していないイベントもございます。 

日本語版 

KINTEX（高陽市） 

英語版 

COEX（ソウル市） 

＊催し物の開催状況によっては、東展

　示棟2Fのガレリアにも案内所を設

　置しています。（左写真） 

総合案内 
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vol .1

車による来場アクセスの利便性向上 

新駐車場の運用開始（5月10日より） 

常設駐車場の拡大（5月10日より） 

案内看板のリニューアル（5月10日より） 

混雑緩和対策の強化 

魅力ある施設づくりへの取り組み・・・ 

東棟屋外駐車場（臨時）がいよいよ完成します。これにより、全体で最大約4,000台の

駐車台数を確保できます。場所は東展示棟近くにあり、会場への出入りにも便利です。 

1利便性  UP

当社は、お客様に快適にお過ごしいただける環境づくり、

そしてサービスの一層の充実に努めています。その

ひとつは、お車で来場される方の利便性向上に向けた取

り組みです。お客様からは、駐車場に関して、「もっと広く

して欲しい」「案内を分かりやすくして欲しい」等のご要

望をいただいています。このような貴重なご意見を踏ま

えて、現在、当社は様々な改善等に取り組んでいます。 

東棟屋外駐車場（旧東駐車場）を臨時駐車場ではなく、550台収容可能な常設駐車

場としてリニューアルオープンします。料金精算機の設置、駐車枠線や案内導線を

整備する等、これまで以上に便利にご利用いただけます。 

2利便性  UP

東京ビッグサイト前交差点に設置されている駐車場案内看板をリニューアルします。

シンプルかつ分かりやすい案内看板を設置し、道路利用者に必要な情報を提供します。 

3利便性  UP

4利便性  UP
従来の入出庫時の混雑を緩和するため、誘導員の追加配置や臨時ゲートの設置等、

対策を強化しています。 

～周辺幹線道路への標識掲示～ 

　東京ビッグサイトへの行き方を案内する道路標識が分かりにくいとのご意見を頂戴しました。

　現在、各道路管理者と協議し、順次、表示の追加や改善に取り組んでいます。 

～障がいのある方のために※～ 

　障がいのある方の駐車場利用については、料金を無料としています。ご利用の際は、身体障害

　者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。 
※ 駐車場の利用料金、障がいのある方の駐車場利用については、ホームページにて詳細をご確認ください。 

編集発行／株式会社 東京ビッグサイト　〒135-0063 東京都江東区有明３-11-１　TEL03-5530-1111（代）　http://www.tokyo-bigsight.co.jp
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