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更なる「飛躍」に向けて、 

動き始めています。 
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代表取締役社長　島田 健一 

　東京ビッグサイトは、昭和34（1959）年開設の「晴海

見本市会場」に替わる21世紀を展望した先進的なコンベンション

施設として、平成8（1996）年4月、有明の地に誕生しました。

開業以来、数多くの展示会や会議等の会場として幅広くご利用

いただき、現在では年間300件を超える展示会やイベントが

行われ、約1,200万人の来場者が国内外から訪れるわが国を

代表するコンベンション施設へと成長しました。これはひとえに、

主催者、出展者、来場者の皆様はもとより、東京都をはじめ

多くの関係者の皆様のご支援とご協力の賜物と、心から深く

御礼を申し上げます。 

　私共、社員一同は、常にお客様の声を反映した施設運営に

心がけ、東京ビッグサイトを訪れる全てのお客様にとって

「感動する出会い」の場となるよう、安全・安心・快適な環境

づくり、そして、利便性・サービスの向上に努めてまいりました。

また、企業の社会的責任として、法令等の遵守はもとより、

環境に配慮した取組や地域社会との連携・協力にも力を

注いでまいりました。 

　その結果、東京ビッグサイトで開催される展示会等は、

首都東京はもちろんのこと、広くはわが国の経済・産業振興に

大きく寄与するとともに、臨海副都心地域のにぎわい創出にも

役割を果たしております。 

　しかし、昨今のわが国の経済情勢は、リーマン・ショック

に始まった金融危機の影響が未だ消えぬ中、依然として厳しい

状況が続いております。また、中国や韓国、シンガポール等、

アジア諸国の展示会産業が、国の振興策の下、著しく成長して

きています。このように、東京ビッグサイト、そして、わが国の

展示会産業を取り巻く事業環境は、決して楽観視できる状況

にはありません。 

　こうした厳しい環境の下、わが国の展示会が日本経済・産業

の中でさらに大きな役割を果たしていくように、東京ビッグサイト

としても、展示会産業に関わる皆様とともに、様々な手段を

創意工夫してまいりたいと思っています。そのためには、

更なる飛躍に向けて、自らの経営の足元をしっかりと固め、

今後とも、展示会産業の発展や産業振興に貢献し、皆様の信頼に

お応えしてまいります。 

　皆様におかれましても、従前にも増したご指導、ご支援を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

～ 東京ビッグサイト開業15周年 ～  
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Focus
世界最大級の工作機械の見本市 

ＪＩＭＴＯＦ2010、11万人が来場 

　10月28日（木）から11月2日（火）の6日間、当社は

（社）日本工作機械工業会との共催により、「第25回

日本国際工作機械見本市（JIMTOF2010）」を開催

しました。JIMTOFは、多くの工作機械メーカーが本展の

開催時期に新製品の発表を合わせることから、「世界で

最も早く最先端の工作機械が見られる展示会」として

国内外から高い評価をいただいています。今回は、

世界23の国と地域から、合計575社の企業が出展し、

工作機械に関する最新技術・製品をご紹介しました。また、

来場者は6日間で114,558人、そのうち全体の約7％に

相当する7,628人の海外来場者をお迎えしました。 

　会場では、モノづくりの最先端を支える国内外の出展者

による充実の展示に加え、講演会やセミナー、企画展示

など魅力的な併催プログラムが実施されました。特に

注目を集めたのは、次世代モノづくり産業と期待される

航空機産業についてのセミナー。募集定員を大幅に

超える申し込みをいただきました。 

　また、JIMTOF就活応援プログラムとして、就職活動の

バイブル「面接の達人」著者の中谷彰宏氏をお招きし、

学生限定スペシャルセミナーを開催しました。このほか、

出展企業との交流の場を提供する「就活情報ターミナル

＆ジョブカフェ」には、18社の出展企業にご参加いただき、

学生からも大変好評でした。 

　次回のJ IMTOFは、2012年11月1日（木）から

6日（火）までの6日間、東京ビッグサイトで開催予定です。

今回の成果とこれまでの経験を活かして、より多くの

お客様にご満足いただけるよう、さらに充実した展示会の

開催を目指します。 
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JIMTOF2010公式サイト：http://www.jimtof.org

　11月10日（水）から12日（金）まで、「産業交流展

2010」が開催されました。本展は、「情報」「環境」

「医療・福祉」「機械・金属」の4分野を中心に、主に

首都圏に事業所を有する中小・ベンチャー企業の優れた

製品や技術を一堂に集め、ビジネスチャンスを提供する

ことを目的とした展示会。当社は、1998年の初開催

以来、実行委員会のメンバーとして東京都や他の主催団体

と共に本展の開催に協力してまいりました。13回目と

なる今回は、857企業・団体（858小間）にご出展

いただき、3日間合計で53,585名の来場者をお迎え

しました。 

　メインステージでは、「東京都ベンチャー技術大賞

表彰式」が開催され、ベンチャースピリットに溢れる中小

企業が開発した、革新的で将来性のある製品や技術

に対し、石原都知事より賞状などが贈呈されました。

この他、「経営革新計画」に基づき新事業に積極・果敢に

取り組み、顕著な業績を挙げた企業を表彰する「東京都

経営革新優秀賞表彰式」が初開催されました。 

　次回の「産業交流展2011」は、2011年10月26日

（水）から28日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで

開催予定です。詳細は、今後ウェブサイトなどを通じて

順次公表します。当社は、今後とも産業交流展の開催に

協力するなど、産業振興に積極的に貢献してまいります。 

産業交流展公式サイト：http://www.sangyo-koryuten.jp

中小企業による国内最大級のトレードショー 

産業交流展2010、成功裡に閉幕 

工作機械、鍛圧機械、工作機器、特殊鋼

工具、超硬工具、ダイヤモンド・CBN工具、

研削砥石、歯車・歯車装置、油圧・空気圧・

水圧機器、精密測定機器、光学測定機器、

試験機器、制御装置及び関連ソフトウェア

（CAD、CAM 等）、その他工作機械に

関する環境対応機器装置・機器・資材・

製品・技術及び情報 

開催概要 

名　　称 

会　　期 

会　　場 

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） 

9:00～17：00

東京ビッグサイト 

統一テーマ モノづくり 未来を創る 夢づくり 

後　　援 外務省、経済産業省、NHK

協　　賛 日本工作機械関連団体 

 

出 展 物  

主　　催 
（社）日本工作機械工業会 

（株）東京ビッグサイト 

出展規模 
4,964小間（44,676㎡） 

575社（内部出展者込みで813社） 

25th JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR

http://www.sangyo-koryuten.jp
http://www.jimtof.org
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　昨年11月の横浜でのAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議などの開催に

あわせ、テロへの警戒体制を強化しました。10月に地元東京湾岸署との合同

訓練を実施した他、会議開催期間中は、警備員の増員や巡回強化を行いました。 

　今後とも、毎月1回の警備訓練の実施を通じ、警備員の意識と能力の向上を

図り、ご来場されるお客様の安全・安心の確保に努めてまいります。 

　来年度以降も、今年度に引き続き、一部のエスカ

レーターへの人感センサーの導入や温水洗浄便座の

設置などの工事を実施する予定です。なお、工事に

あたっては、ご来場のお客様の安全に十分配慮いた

します。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

大規模改修工事、着々と進行中 
より安全・安心・快適な施設を目指しています。 

　全体で最大約4,000台の駐車

台数を確保できるようになりました。

あわせて、照明設備のLED化や案内

看板のリニューアルも実施。 

　東京ビッグサイトでは、平成21（2009）年末より、10カ年の大規模改修工事がスタートしました。経年劣化

による修繕はもちろん、利便性や快適性の向上につながる新たなサービスの提供や設備の導入などを行う計画です。

今年度は、以下の工事に取り組んでまいりました。 

＜2010年度改修工事の主な内容＞ 

■ 駐車場の拡大 ■ その他 
● 臨時授乳室の開設 

● ICカード対応の鍵管理システムを導入 

● 西棟屋外駐車場の入出庫レーンを増設 

● 会議棟7Fスロープの傾斜を緩和 

■ 進行中の工事（2011年1月現在） 
● トイレ入口に音声案内板を設置 

● オストメイト対応多目的トイレの設置 

● 温水洗浄便座の設置 

　会議棟と東展示棟の共用部に

ベンチなどを新たに設置し、休憩

スペースを増設しました。 

 

■ 休憩スペースの増設 

　6～8F会議室の内装を改修する

とともに、音響設備や照明設備を

更新しました。 

■ 会議棟高層階の 
 　内装改修と設備更新 

ＡＰＥＣ開催にあわせ、テロへの警戒体制を強化 

 

安全・安心に努めています 



施設使用前後に欠かせない入念なチェック 
　年間300件を超えるイベントが開催される東京ビッグサイト。そのすべての

イベントが円滑に実施されるためには、施設の貸出前とイベント終了後に、

破損状況の有無を点検する必要があります。SSGは、日々、展示施設が壊れて

いないかなどの確認を念入りに行っています。 

イベントを陰で支える仕事 
　各出展ブースで使用する電気や水を使える状態に

セッティングするのもSSGの仕事。また、ときには、

高さ10mもの可動間仕切りを動かす力仕事も行います。

SSGは、縁の下の力持ちとして、イベントの開催に

欠かせない、重要な役割を担っています。 
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バックステージでお客様の安全・安心・快適を支えています。 

　TFTビル（ワンザ有明ベイモール内）に「築地食堂源ちゃん

有明店」が昨年10月に開店しました。築地市場の仲買人が

利用する食堂をイメージした店内では、新鮮な魚介類がリーズ

ナブルに提供されており、昼は

海鮮食堂、夜は居酒屋として

多くのお客様で賑わっています。 

築地食堂源ちゃん（TFTビル） 

　東展示棟2Fにウィークリーロッカーを設置

しました。最長5日間までのご契約で、期間中

は鍵の開閉を自由に行えます。主催者、出展者

など、来場される皆様にご利用いただけます。 

　昨年11月、有明パークビル（1Fアトリウム）とTFTビル

（2Fアトリウム）にセブン銀行のATMが設置されました。

各ビル内のホテルやレストラン利用者、テナントの皆様を中心

にご好評をいただいております。 

　昨年11月にシンガポールで開催されたUFI（国際見本市

連盟）の総会に出席しました。総会には世界50カ国から

475名が参加し、活発な議論が行われました。 

　毎年開催されるUFIの総会には、世界の展示業界関係者が

一堂に会します。そのため、当社では、海外とのネットワークを

強化する絶好の機会と捉え、積極的にUFIの総会へ出席して

います。会場では、「変わりゆく世界におけるビジネスの成功」

をテーマに多数の講演やセミナーが開催された他、

懇親会やコーヒーブレイクなど、参加者交流の場も豊富に

設けられました。 

　総会への出席の他、年2回開催されるUFIオープンセミナー

（欧州／アジア開催）にも社員を派遣し、幅広い視野を持った

人材育成に努めています。 

　なお、UFIの他に、IAEE（国際展示

イベント協会）にも加盟しています。 

　今後も、当社は、UFI総会など

への参加を通じて、国際的な活動を

視野に入れた事業を展開して

まいります。 

詳細は、下記をご参照ください。 
http://www.bigsight.jp/general/guide/index.html

●お問合せ／TFTビル内 
　築地食堂源ちゃん有明店 
　（東京ビッグサイトから徒歩3分） 
　TEL:03-3599-5477 
 

可動間仕切りの操作 

●お申し込み・お問合せ 
　東京ビッグサイト内 サービスコーナー 
　TEL:03-5530-1215／FAX:03-3520-2059 
 

サイズ 
小 
中 
大 

料金／5日間 
￥1,200 
￥1,600 
￥2,000

高さ（cm） 
32 
55 
84

奥（cm） 
57 
57 
57

幅（cm） 
34 
34 
34

台数 
30 
11 
4

お客様の利便性を向上 

　 セブン銀行ＡＴＭの新設 

※ご利用にはお申し込みが必要です（当日申込み可）。 

契約期間中は何度でも開閉可能 

　 ウィークリーロッカーの設置 

SSGとは、当社と共にイベントをサポートするグループです。 

新鮮な魚介類を味わえるお店がOPEN

海外とのネットワーク強化を推進 

http://www.bigsight.jp/general/guide/index.html
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東京ビッグサイト開業15周年記念 冬の特別企画実施中 

おすすめメニューがワンコイン『ＬＩＧＨＴ ＬＵＮＣＨ 500』 

表参道ヒルズで大人気の『表参道半生カステラ』を限定販売 

 最上階スカイレストラン リストランテ・トレヴィ 
『15周年記念～パーティーキャッシュバックキャンペーン』 

◆ 好評のうちに終了 

『クリスマス＆ワイン祭り』 

高さ60ｍの会議棟をライトアップ 

『クリスマス・フラダンス』 

 

魅力ある施設づくりへの取り組み・・・ 

今年4月、東京ビッグサイトは、おかげさまで開業15周年。 

これまでにご支援・ご協力いただきました皆様に感謝の気持ちをこめて、昨夏の

プレイベントに引き続き、この冬も、様々な特別企画を実施しています。 

今後も、様々なイベントの企画実施を通じて、臨海地区の魅力を広くPRするとともに、

地域の賑わい創出に貢献してまいります。 

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

この印刷物は再生紙を使用しています。 

BIG SIGHT Vol.29　平成23年1月発行 

 

印刷／大東印刷工芸株式会社 

 

広報誌「BIG SIGHT」へのご意見・ご感想をお寄せください。 

株式会社東京ビッグサイト 広報課　TEL03-5530-1113

Close-up

Ｂｉｇ Ｘｍａｓ ライトアップ 

東京ビッグサイトの各レストランにおいて、おすすめメニューがワンコイン（500円）で

お楽しみいただけます。各店舗が自信を持っておすすめする料理をご堪能ください。 

2011年1月19日～3月末 14時～17時 

リストランテ・トレヴィ 

TFTビル、有明パークビル及びタイム24ビル

において、「クリスマス＆ワイン祭り」を開催。

グラスワインを1杯ずつプレゼントするなどの

サービスを実施しました。 

夏に引き続き、TFTビルにて、フラダンスショー

を開催。お台場を中心に活動中の「マヒナ

ポエポエフラガール」が華麗な踊りを披露し、

観客を魅了しました。 

※メニュー内容は、日によって異なる場合がございます。 

期間中、リストランテ・トレヴィにて、パーティープランご利用の場合、

幹事様に、ご利用金額の10％相当額をビッグサイトカードで還元

いたします。ビッグサイトカードは、東京ビッグサイトの全店舗や、

一部の自動販売機などでご利用いただけます。 

2011年1月26日～12月末 

表参道半生カステラ 

リストランテ・トレヴィにて、「洋食MIYASHITA」がプロデュースした

『表参道半生カステラ』を期間限定でご提供します。トロリとした

柔らかな食感と濃厚な卵の味わいを是非お試しください。 

●上記特別企画に関するお問合せ 

　（株）東京ビッグサイト事務所（平日のみ 9:00～17:00）TEL: 03-5530-1340

2010年11月15日～12月28日 

高さ約60ｍあるビッグサイトのシンボルタワー・会議棟をレインボー

カラー7色の組合せでライトアップしました。クリスマスシーズンには、

クリスマスカラーの赤と緑を基調とした特別バージョンのライトアップ

「Ｂｉｇ Ｘｍａｓ ライトアップ」を行い、クリスマスの雰囲気を演出しました。 

2010年11月15日～2011年1月28日 17時～22時 

2010年12月11日 

2011年1月26日～3月下旬 

http://www.tokyo-bigsight.co.jp



