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　 2015年1月発行

東京湾池

マブキの時空
作者：斎藤義重

大きなカラーボール

七つの泉
作者：長沢英俊

Saw, Sawing（切っている鋸）
作者：クレス・オルデンバーグ

UNTITLED-Three type #3
作者：笠原恵実子

項（Relatum)
作者：李禹煥

雲のオブジェ

Floating World
作者：マイケル・クレイグ＝マーティン
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一翼を担うため、初めて東京ビッグサイトの会議棟を使用

したプロジェクションマッピングを実施するなど、有明地区

の新スポットとして東京ビッグサイトを訪れる人たちへの

楽しみを増やし、臨海地域全体の活性化に繋げていく取組

も実施いたしました。本年も引き続き新しいコンテンツを

上映してまいりますので、是非、皆様のご来場をお待ちして

おります。

 加えて、本年においても、「東京マラソン2015」や「第44回

東京モーターショー2015」の他、様々なビジネスチャンス

を創出する展示会や新しい出会いのあるイベントなど数多

くの催事が東京ビッグサイトで開催されます。これまで以上

に首都東京から世界に目を向けて情報発信できる場のご提

供をしてまいりますので、多くの皆様のご利用をお願いい

たします。

　このほか、弊社では、有明パークビルをはじめ、TFTビル

やタイム24ビルの運営も行っております。入居されている

テナントの皆様や会議などでご利用いただいているお客様

にはご満足いただけるよう、引き続き、万全な運営を行って

いくとともに、積極的な営業活動を展開し、新たなテナント

獲得の努力も続けてまいります。

　今後とも、株式会社東京ビッグサイトは、展示会事業、ビル

事業を通じて、臨海地域を訪れる方々やビジネス展開する

多くの皆様のために、安全・安心・快適な環境の提供とより

一層のサービス向上に努めるとともに、臨海地域の益々の

発展に貢献してまいります。

　最後になりましたが、本年が皆様にとりましてより良い一年

となりますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶と

させて頂きます。

 新年あけましておめでとうございます。平成27年の年頭に

あたりまして、謹んでご挨拶申し上げます。皆様には、日頃

から弊社の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

　昨年の日本経済は、緩やかな回復基調ではあるものの、

本格的な景気回復の実感は、未だ十分に浸透していない

状況にありました。

　そのような中、東京ビッグサイトでは、昨年も約300件を超

える展示会等が開催され、我が国の経済活性化や産業振興

に大きな役割を果たすことができたものと考えております。

　一方、臨海地域は、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会において、多くの関連施設の設置が予定されて

いる地域でもあります。東京ビッグサイトにおいても大会

期 間中はメディアセンター等として利用される計画がある

ため、展示面積２万㎡程度の施設拡張が予定されております。

　こうした大会準備等や当該施設の老朽化に伴う大規模

修繕により、既存展示会場の利用に制限が見込まれること

から、2016年中の完成をめざし、東展示棟臨時駐車場に展

示面積１万６千㎡程度の仮設展示場を整備し、施設管理者

として展示会産業の将来を見据えた諸準備を進めていると

ころでございます。東京ビッグサイトをご利用の皆様には

いろいろとご協力を仰ぐ所存でございますが何卒よろしく

お願いいたします。

 さて、昨年弊社主催のアジア最大級の工作機械見本市

「 J I M TOF 2 0 1 4（ 第 2 7 回日本 国 際 工 作 機 械 見 本 市 ）」

で は 、世界25の国と地域から865社、5,083小間の出展を

頂き、前回を上回る約13万6千人の来場者をお迎えする

ことが出来ました。なかでも、海外来場者につきましては、

初めて１万人を超え、今後の開催に大きな期待が寄せられ

ております。 JIMTOF開催中には臨海地域の賑わい創出の

安全・安心・快適な環境のもと、
世界にも目を向けた
情報発信の場を提供します。

株式会社　東京ビッグサイト
代表取締役社長

竹花 豊
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President and CEO
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株式会社東京ビッグサイトは、展示会主催・運営事業の国際化に向けて
国際事業を展開しています。

◆STAND UP SUMMIT　
　 復興のソコヂカラ　
　～未来は、自分たちで創っていく！～
　平成27年8月11日(火)

復興や自分のミライについて考え議論する復興支援イベントです。イベントで
は復興にたずさわる大人たちとともに、東北、東京、海外の中高大学生数百人
が集い、復興について熱く真剣な議論を交わします。本イベントを通じ、学生
を含めた参加者一人一人が、日本の未来や復興について今一度考え、発信・
行動していただき、その力が日本の未来を創っていくものだと信じています。

◆東京エアロスペースシンポジウム2015
　 平成27年10月14日(水) ～16日(金)

◆2016年国際航空宇宙展（JA 2016）
　 平成28年10月12日(水) ～15日(土) 

◆第44回東京モーターショー 2015
 　 平成27年10月29日(木) ～11月8日(日)

■海外パビリオン運営（東京都共催事業）
海外展示会においてパビリオンやブース出展・運営事業を実施しています。

【主たる展示会等（一部予定）】
●シンガポールエアショー
● ベルリンエアショー
●アビエーションフォーラム

■海外バイヤー商談会
　（ジェトロ共催事業）
当社主催展示会において、海外バイヤー
を招聘し、出展企業等との商談会を開催
しています。
●ＪＩＭＴＯＦ
●ＲＩＳＣＯＮ／ＳＥＥＣＡＴ
●ＡＳＥＴ

■海外販路開拓支援セミナー
　（東京都中小企業振興公社共催事業）
当社主催展示会において、海外販路開拓支援セミナー
を開催し企業の海外進出の後方支援を行なっています。
●タイ市場で起きる自動化・機械化のチャンスを捉えろ！！
●タイ・プラスワンの最新動向からみる現状と将来性

International Project

◆危機管理産業展2015/
　テロ対策特殊装備展 ’15
　RISCON TOKYO/SEECAT
　 平成27年10月14日(水)～16日(金)

※写真は前回の様子です。

nformationI

◆第28回日本国際工作機械見本市

　JIMTOF2016
 　平成28年11月17日(木)～22日(火)
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◆プロジェクションマッピング
　 臨海地域史上最大、常設としては国内最大規模の
　 プロジェクションマッピングでは、夜空一面に広がる
　 映像スぺクタルショーが楽しめます。

◆東京マラソン2015
　 平成27年2月22日(日)

◆イーストプロムナードイベント
● ACTIVE KIDS FESTA in TOKYOBAY ARIAKE
● ドリーム夜さ来い祭り
● 楽器フェア『ミュージシャンズ 有明イーストプロムナード・音time』　

◆東京マラソンEXPO2015
　 平成27年2月19日(木) ～ 21日(土)

◆ビルイベント
● 七夕フェア　～星に願いを～
● お月見フェア　～月に願いを～
● TFTクリスマス

◆平成28年東京消防出初式
　 平成28年1月6日(水)〈予定〉

◆産業交流展2015
　 平成27年11月18日(水)～ 20日(金)

※写真は前回の様子です。

opicsT

TFT（東京ファッションタウン）ビル タイム24ビル

※展示会等の件数は、同一主催者の同時開催展を除く。 展示会等の利用件数 稼働率
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◆東京ビッグサイト展示場の拡張と仮設展示場の整備
●2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、メディアセンター等として利用するため、東京都では西展示棟　
　の南側に、展示面積2万㎡程度の施設拡張を計画しています。
●東京ビッグサイトは、大規模修繕等に伴う既存展示会場の利用制限が見込まれることから、2016年中の完成をめざし、
　東展示棟臨時駐車場に展示面積1万6千㎡程度の仮設展示場を整備します。

有明パークビル
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