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Greeting東京ビッグサイトは、10万㎡を超える日本最大の国際展示場として
ご利用の皆様の期待に応えるべく施設の利便性やサービスの向上に
努めてまいります。

株式会社 東京ビッグサイト　代表取締役社長　石原 清次
　新年明けましておめでとうございます。
　2020年の年頭にあたりまして、謹んでご挨拶申し上げます。
　東京ビッグサイトをご利用の主催者、展示会関係企業および来場者
の皆様、また、各ビルをご利用のテナントの皆様には、日頃より弊社の
事業運営に格別のご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
　本年は、いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催を迎えます。東京ビッグサイトは、大会期間中、メディアセンターと
して国内外の多くのメディア関係者の拠点となり、このことは全世界に
向けて東京ベイエリアの魅力を発信する大きな好機にもなることから、
各方面の方 と々連携して、当地域の魅力発信に取り組んでまいります。
　昨年4月からメディアセンターの準備工事が東展示棟で始まり、仮設
の青海展示棟が、代替施設として同月開業しました。さらに7月には、
常設の新展示棟となる「南展示棟」が開業し、すでに多くの主催者・出
展者・来場者の皆様にご利用いただいております。東京2020大会後
の本年12月には、総展示面積約11万6,000㎡を有する展示場として
本格稼働し、新たなスタートを切ることとなります。お客様の期待に応え
るべく施設の利便性やサービスの向上に取り組んでまいります。

　最後になりましたが、本年が皆様にとりまして実り多き一年となります
よう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

（有明客船ターミナル）

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト
青海展示棟

タイム24ビル

有明パークビル

TFTビル
（東京ファッションタウンビル）

※青海展示棟は、2020 年 11 月末まで稼働

Premier Location in Tokyo

東京ビッグサイト

総展示面積
115,420㎡
2020年12月より
本格稼働

※青海展示棟は、2020年11月末まで稼働の為、総展示面積には含みません。
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主催・運営事業

東京都及び国際組織との連携・協力地域振興・CSR 活動

Activities

2019
各ビルの大規模修繕工事を開始

これまでも入居者や来館者のみなさまに快適に過ごしていただ
けるよう、ビル機能の維持・向上のための修繕工事を実施してき
ましたが、2020年からは中長期的な更新サイクルの設備を含め
た大規模修繕工事を開始します。

危機管理産業展2019/テロ対策特殊装備展2019
2019年10月2日～4日

防災・減災対策からセキュリティ･テロ対策まで、国内外の危機管理に関する
製品･技術･サービス･情報などを対象とする危機管理の総合展示会を2005
年から毎年主催しています。今年は、3日間合計で18,486名の方にご来場い
ただきました。

活動の一例

有明CLEAN UP!
有明CLEAN UP!プロジェクトは、仕事
や授業が始まる前の時間を使い、街を
キレイにしながら参加者同士で交流が
できる清掃活動です。同僚の方同士で
も、お一人でもご参加できます。

有明水辺シアター
5月に東京ビッグサイト近くの「水の広
場公園」で野外シアターイベントを開催
しました。ギリシャのエーゲ海が舞台の
ミュージカル映画「マンマ・ミーア！」を
上映しました。

スポーツイベント
毎月１～２回ヨガ、キックボクササイズ、
ピラティスなどのスポーツイベントを開
催しています。仕事帰りに有明の夜景を
楽しみながら体をほぐすことができる時
間として参加者のみなさんに好評です。

STAND UP SUMMIT2019/STAND UP FESTIVAL2019
2019年8月5日～6日

東日本大震災に対する意識の風化防止と次世
代の育成を目的とするイベントが、今年で集大成
を迎えました。300名以上の学生が東北・東京・
海外から集い、復興について考えました。前日に
は学生による郷土芸能の発表やプロジェクショ
ンマッピングと花火が有明の夏の夜を盛り上げ
ました。

ACTIVE KIDS FESTA in TOKYOBAY ARIAKE
2019年4月13～14日、11月16～17日

2～5歳を対象としたランニングバイクの大会
(ARIAKE KIDS CUP)を中心とした「子供たちや
ファミリーにはじめの第一歩を提供していこう！」と
いうコンセプトのイベントです。毎年2回、有明で開
催され、当社は運営協力としてイベントに貢献して
います。

有明・冬フェス2020 東京国際プロジェクションマッピングアワードVol.5
2020年11月開催予定

ACTIVE KIDS FESTA in TOKYOBAY ARIAKE
2020年春、秋開催予定

有明・冬フェス2019 東京国際プロジェクションマッピングアワードVol.4
2019年11月16日

若手映像クリエーターによるプロジェ
クションマッピング作品のコンテスト
を開催し、約8,000人の方にお楽し
みいただきました。また近隣企業の
協力により、無料でホットドリンクの
提供を実施し、来場者から好評を得
ました。

シンガポールエアショー/
ベルリンエアショーTMAN共同事業
2020年2月11日～16日/5月13日～17日

国内の中小企業の販路開拓支援を目的に、海外
展示会への出展や、運営事業のサポートを行っ
ています。今後も海外での活動を展開し、国内外
の企業や来場者の相互誘致を促進します。

ユーロショップ2020視察ツアーの企画･開催
2020年2月16日～22日

ユーロショップは、ドイツ・デュッセルドルフで開
催される店舗用資機材・販促ツール・展示会資
機材の世界最大級の展示会です。本視察ツ
アーは、展示会や店舗デザインの最新の工法、
資機材の調査・
調達を目的として
おり、19 9 9年の
初開催から今回
で8回目の開催と
なります。

2020年11月4日～6日（予定）
産業交流展2020定期上映

プロジェクションマッピングの定期上映

有明地区の夜間における賑わい創出を目
的として、東京ビッグサイトでは「東京国際
プロジェクションマッピングアワード」の受
賞作品や昨年3月に実施したオリンピック
500日前イベントの作品等を定期的に上
映しています。

アウェアネスカラーライトアップ
年13回

社会運動への支援および賛同のメッセージ
を発信すると同時に、地域の賑わい創出を
目的として、アウェアネスカラーライトアップ
を行っています。

※アウェアネスカラーとは、社会運動のシンボルカラーのリ
ボンを装着したり、建造物をシンボルカラーにライトアップ
したりすることで、その運動への支援･賛同を示す色です。

アウェアネスカラーライトアップ
年13回

プロジェクションマッピングの定期上映
定期上映

産業交流展は、首都
圏に事業所を有する
個性あふれる中小企
業等に、優れた技術
や製品の展示機会と
ビジネスチャンスの提供を目的に毎年、東京ビッグ
サイトにて開催されています。

産業交流展2019
2019年11月13日～15日

パリエアショー出展（TMAN共同事業）
2019年6月17日～23日

※TMAN(Tokyo 
M e t r o p o l i t a n 
Aviation Network)
は東京エリアのもの
づくり企業コミュニ
ティです。

日本初開催のホスト
会場として東京ビッ
グサイトが選定され、
当社は運営業務の
一部を担いました。
世界各国のUFI会員及び展示会産業関係者約
300人が参加し、アジア太平洋における展示会
産業の課題、最新の動向について広く意見交換
を行いました。

UFIアジアパシフィック
コンファレンス2019

2019年3月14日～15日

2019年10月24日～11月4日

「第46回東京モーターショー2019」は、一般社団法人日本自動車工業会の主催
により開催されました。当社は運営業務の一部を受託しました。今年は、有明エリ
アと青海エリアの2会場を繋ぎ、開催されました。

第46回東京モーターショー2019

“CLUB ARIAKE“の開始

2019年１月より、有明南エリアで“CLUB ARIAKE“がはじまり
ました。CLUB ARIAKEとは、有明エリアマネジメント連絡会に
よって運営される、有明南エリアで働く・学ぶみなさまのための
プラットフォームです。有明南エリアで働き・学ぶみなさまに向
けて、このエリアで過ごす時間を、もっと楽しんで頂くための
様々なイベント開催や情報サイトの運営を行っていきます。

※有明エリアマネジメント連絡会とは：有明南エリアのビルオーナー、大学、ホテル
事業者、集客施設等により構成され、有明南エリアの就業者や学生の方々を対象
とした活動や、地域の賑わい創出などのエリアマネジメント活動を行っています
（事務局：株式会社東京ビッグサイト）。

2020
危機管理産業展2020/テロ対策特殊装備展2020

2020年10月21日～23日

第30回 日本国際工作機械見本市（JIMTOF2020）

工作機械やそのあらゆる周辺機器が一堂に会する、ものづくりの総合見本市であ
り、かつ最先端の技術・製品が世界中から集結する、世界最大級の国際技術
ショーです。昭和37(1962)年に大阪で第1回を開催して以来、半世紀以上の歴
史があります。

2020年12月7日～12日

ビル事業・エリアマネジメント
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とした活動や、地域の賑わい創出などのエリアマネジメント活動を行っています
（事務局：株式会社東京ビッグサイト）。

2020
危機管理産業展2020/テロ対策特殊装備展2020

2020年10月21日～23日

第30回 日本国際工作機械見本市（JIMTOF2020）

工作機械やそのあらゆる周辺機器が一堂に会する、ものづくりの総合見本市であ
り、かつ最先端の技術・製品が世界中から集結する、世界最大級の国際技術
ショーです。昭和37(1962)年に大阪で第1回を開催して以来、半世紀以上の歴
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2020年12月7日～12日

ビル事業・エリアマネジメント
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2019年4月、青海展示棟が開業しました。

　新たな常設展示棟となる南展示棟は、展示
ホールが１階と4階にある二層構造で、総展示
面積20,000㎡を有しています。多摩産材を含
む国産木材を積極的に活用するほか、屋上に
は太陽光パネルを設置するなど、人にも環境
にも優しい空間づくりが特徴の展示施設です。

・南展示棟は１Fと４Fの２層構造
・各フロアには面積５,０００㎡の展示ホール
が２つ、間仕切りの開放で１０,０００㎡に

・ 会議棟と南展示棟を結ぶ連絡通路を新た
に設置

・西展示棟からもアクセス可能

　青海展示棟は、青海地区に位置する仮設展示棟で、
面積11,620㎡の展示ホール２棟で構成されています。
ホール内設備も既存棟と同等の機能を有しており、多
様な展示会ニーズに対応しています。りんかい線「東京
テレポート駅」、ゆりかもめ「青海駅」を最寄りとし、アク
セスも便利です。

構造規模 ： 鉄骨造地上５階建て

 (立体駐車場：地上７階)

建築面積 ： ２６,０３０㎡

延床面積 ： ６６,４９２㎡

展示面積 ： ２０,０００㎡

駐車場 ： 立体駐車場３５７台

 (普通車３４９台/車椅子用８台)

搬入出車枠 ： 約１００台(１階トラックヤード)

南展示棟の概要

Topics

2019年7月、南展示棟が開業しました。

構造規模：鉄骨造地上1階建て

建築面積：２４,９８２㎡

延床面積：２５,０３１㎡

展示面積：２３,２４０㎡

青海展示棟の概要

南展示棟

青海展示棟

　ご来場の皆様に施設を円滑にご利用いただくために、
2019年4月に案内サインの全面的な改修を行いました。
改修後のサインでは、案内マップのシンプル化など情報
を整理したことで、必要な位置・情報が即座に分かるよう
になりました。また、主要サインは、遠くからでも分かりや
すいよう内照式を採用し、視認性を向上させました。さら
に、マップ上のピクトグラムを最新の国際標準に合わせ
た表記へと更新するとともに、ユニバーサルデザインも取
り入れました。

　東京ビッグサイトでは、地球温暖化の原因とされるCO2排出量
の削減に向け、様々な環境対策や省エネに積極的に取り組んで
います。南展示棟には新たに800kWの太陽光発電設備を設置し
ました。太陽光発電は、太陽の光エネルギーを利用し、電気を発電
するものです。再生可能なクリーンなエネルギーを利用することで、
CO2排出量の削減が図れます。
　展示ホールでは、1ホールの天井照明につき約28.6kWの電
力を消費しています。今回南展示棟には、3056枚のパネルを
設置することで、最大28ホール分の天井照明に必要な電力を
発電することが可能になりました。また、発電状況は南展示棟
館内のデジタルサイネージにリアルタイムで表示されています。

誰もが利用しやすい施設へ向けて 環境へ優しい施設へ向けて

※1ホール：南展示ホール内高天井用ホール(使用平均値28.6kW)を基準とする

改修前

改修後

ソーラーパネル（南展示棟）

太陽光

サイネージ

電力会社

西展示棟 会議棟 南展示棟

トピックス

before

※青海展示棟は、2020年11月末まで稼働
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