
開催報告書

リアル開催2022.7.7thu.- 8 fri.

オンライン開催2022.6.23thu.- 7.31sun.

● 主 催



開催概要 スポンサー

開催規模

展示会コンセプト

ゴールドスポンサー

シルバースポンサー

出展スポンサー

Super City/Smart City KANSAI 2022
～未来都市のスマート化 EXPO ＆ カンファレンス～

名 称

リアル展示会　　　　 2022年7月  7日(木)・　8日(金)
オンライン展示会　　 2022年6月23日(木)～7月31日(日)
※プレイベント開催＠オンライン 2022年6月23日(木)・24日(金)

会 期

 (リアル展示会）グランフロント大阪
　　　　　　　  コングレコンベンションセンター

会 場

株式会社JTBコミュニケーションデザイン主 催

大阪府、大阪市、大阪商工会議所、（公社）関西経済連合会、
（一社）関西経済同友会、（公財）大阪産業局、（公財）大阪観光局

後 援

大阪スマートシティパートナーズフォーラム特別協力

行政サービスICT化、スマートモビリティ、（画像認証・渋滞緩和・各種防災対策・遠隔監視などの）インフラサービス、

安全・安心なまちづくり、（デジタルヘルス・遠隔医療等）次世代医療・ヘルステック 等

「Super City/Smart City KANSAI 2022～未来都市のスマート化 EXPO ＆ カンファレンス～」は、ビジネスマッチングを通して新しい

マーケットの創出と未来都市の技術、サービスが理解できる展示会を基本コンセプトとし、また、国内の課題である急速な高齢化、多発する

都市型災害、様々なICT化などの都市が抱える諸課題を解決する手段等について議論を行うセミナーの実施や企業が有する最先端技術・

サービスのPRの場を提供することで、都市の魅力向上の実現に貢献したいと考えております。

スーパーシティ・スマートシティ分野の機運醸成を目指して

●出展社数：47社・団体

ゴールド協賛…5社、シルバー協賛…5社、通常…37社・団体
オンライン出展…15社、リアル出展…41社

（リアル展示会）
●小間数：76小間

●カンファレンス：セッション数…33セッション
　　　　　　　　　オンライン…10セッション、リアル…23セッション

（ユニーク数）

（実来場者）

●来場者数：オンライン展示会…2,395名

　　　　　　リアル展示会…1,814名
893

921

7月7日（木）

7月8日（金）

来場者数天候開催日

（50音順）

開催概要
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会場図

併催イベント

【主催企画】ショートピッチ＆実機・体験コーナー

エスカレーター 展示会登録所
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数理システム

Smart Pamphlet
ステーション

Sansan

大阪スマートシティ
パートナーズ
フォーラム

MONET
Technologies

Intelligence
Design

浜松市
スマートシティ
推進協議会

JTB
コミュニケーションデザイン

CO₂ゼロ MICE®

Bosch Security
Systems

MaaS Tech
Japan

Digital
Platformer

日立システムズ
キャドセンター Bravesoft

Osaka Metro

Plug＆Play Japan マクセル

MODE

神戸
デジタル・ラボ

ビヨンド・ザ・データ

大阪イノベーションハブ

パソナグループ
社会的健康
戦略研究所

健康まちづくり
EXPO

松本市/
松本ヘルス・ラボ

Spectee

プライム・
ファクターズ

モルフォAI
ソリューションズ

スマートシティ・
インスティテュート

TANOTECH/日立システムズ

OIHスタートアップパビリオン

MONET
Technologies村田製作所MoTran 竹中工務店

ラウンジ
コーナー

カンファレンス会場B
出展社プレゼン
テーマ講演

スタートアップショートピッチ

基調講演
特別講演
協賛講演
テーマ講演

THE 朝活セミナー

カンファレンス
会場A

B-01 C-01D-01 E-01

C-08

GridBeyond
S’more
TECH MONSTER
バカン
PLEN Robotics
Flora
VelodashJapan
mui Lab
LOOVIC

スタートアップパビリオン
様々な分野のDX化を推進する企業が集結

※ショートピッチイベント開催

会 場 展示会場内およびセミナー会場
日 時 7月7日（木）12:10～12:40・8日（金）15:25～16:05

協 賛 大阪イノベーションハブ

会 場 Sansanブース横 Smartパンフレット体験コーナー

日 時 7月7日(木)・8日(金)

ペーパーレスな展示会体験を

Smart Pamphlet（パンフレット）はSansan株式会社が提供する
新世代のパンフレット受取サービス

様々な目線で取り組む若きリーダー企業
全9社によるショートピッチイベントを開催

医療・行政サービスなど様々な用途で活用する
「マルチタスク車両」を展示

メタバース、VRを用いた新たな観光体験。
観光・地域企業のプロモーションを体感。

スタートアップ企業
ショートピッチイベント開催

新しいモビリティの価値を生む
次世代車両展示

次世代体験型
デモンストレーション

協賛：大阪イノベーションハブ協賛：大阪イノベーションハブ 協賛：MONET Technologies協賛：MONET Technologies 提供：MoTran提供：MoTran

会場図・併催イベント 
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ゴールドスポンサー

出展社一覧

Sansan

出会いから、イノベーションを。そして、ビジネスインフラへの挑戦

スマートシティ/スーパーシティの世界では、人と人、人とモノが当たり前のようにインターネットに接続され、つながり大きな

ネットワークになっていきます。

そのような世界において、Sansanでは、『ビジネスインフラになる』をビジョンに掲げ、さまざまな人や企業の「つながり」の

データを活用することでイノベーションを生み出す挑戦をしています。ビジネスがオンラインシフトする中で、データ活用の可

能性をオンライン上での出会いの情報まで拡張した「オンライン名刺」。ビジネスパーソンにとって重要な出会いの場である、

イベントやセミナーをテクノロジーの力でアップデートする「Smart Entry」や「Smartパンフレット」。ビジネスにおける、あ

たらしい『当たり前を作る』を掲げ、Sansanはビジネスインフラになり、企業を人を新しい出会いへと後押しします。

いろんな人や企業が出会い、新しいイノベーションが生まれていく。
そんな、出会いからイノベーションを生み出すための道。

（50音順）

テクサー

DBMシステムがビルのDX化を加速する

テクサーは、ビルマネジメント用統合化プラットフォームであるDynamic Building Matrix(DBM)の活用によるビ

ルのDX化を提案します。DBMやIoTセンサーの活用は、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、ビルの中で日々行

われている設備点検・警備・清掃業務の業務およびプロセスを変革します。また、デジタル化が進んでいる空調や電力

の監視装置との接続によって、ビル内で起きる出来事の一元可視化とリアルタイムの情報共有を実現します。DBMの

導入で得られる効率化や非接触化の促進は、業務時間の有効利用や安全・安心な作業環境の実現につながり、ビル内

で働くヒトにもビルを利用するヒトにもやさしいDXを提供します。

ビルから街に。モノから事へ。ヒトにやさしいDXの実現をめざして

村田製作所

超スマート社会の実現を支える 〜時代の要請に応え続けるムラタ〜

人とモノがつながり、より快適で効率的な社会を目指す超スマート社会（Society 5.0）。

IoTやビッグデータ、AIの活用があらゆる産業や生活の場で進み、5Gの利用拡大や自動運転レベルの高度化などの取

り組みが広がることで、経済発展と社会的課題の解決を両立する超スマート社会の実現を大きく前進させています。

超スマート社会実現に向けたさまざまな課題に対応するムラタの取り組みについてご紹介します。

Adding the smartest technology to a smart society

MONET Technologies

「Mobility Innovation」MaaSから始まるデジタル化とDX

スマートシティを実現するにあたって、「移動・交通」の領域は、自治体において最も多く検討対象としてあがっていま

す。これはMaaSの推進が、スマートシティを進めていく上で重要な要素だと考えられているためです。MONETは、

人やモノ、サービスの移動などに関するさまざまなデータを活用し、需要と供給を最適化することで、都市交通のス

マート化を目指すとともに、地域の人々がより豊かで快適な暮らしを実現するための新たなモビリティサービスを創出

していきます。

MaaSの推進がスマートシティを加速させる

竹中工務店

新しい地球をかたちづくる、「超スマートシティ」

竹中工務店は、人や植物や動物も含めたあらゆる生命を中心とした 運命共同体としての超スマートシティを目指しています。

・CONCEPT：超地球化

・SCENE：2030年代に目指すシーン

・SOLUTION：新しいかたちを創るソリューション

超スマートシティでは、様々なテクノロジーで人と人はもちろん、人は自然環境やロボットとも新しい関係を築いてい

きます。未来へ向けて開発を進めている、人や地球の新しいかたちを創る竹中工務店の24のソリューションを３つの

カテゴリーでご紹介します。

わたしたちと一緒に考えませんか？

ひとと空間 ひととデジタル ひとと地球
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出展社 都市開発、エネルギーおよび、クラウドサービス、ビッグデータ活用、AIソリューション、IoTプラットホーム、デバイス・センサーネットワーク関連の
事業者に多く出展いただきました。

シルバースポンサー

aperza

大阪イノベーションハブ

Osaka Metro

健康まちづくりEXPO

(一社)社会的健康戦略研究所

S’more

TECH MONSTER

日立システムズ

Plug and Play Japan

Flora

MaaS Tech Japan

mui Lab

LOOVIC

Intelligence Design

大阪商工会議所

キャドセンター

神戸デジタル・ラボ

Spectee

TANOTECH

バカン

ビヨンド・ザ・データ

bravesoft

VelodashJapan

マクセル

MoTran

NTTデータ数理システム

大阪スマートシティパートナーズ
フォーラム

GridBeyond

JTBコミュニケーションデザイン 
CO2ゼロMICE®

(一社)スマートシティ・インスティテュート

Digital Platformer

浜松市スマートシティ推進協議会

プライム・ファクターズ

PLEN Robotics

Bosch Security Systems

松本市／松本ヘルス・ラボ

モルフォAIソリューションズ

出展社一覧

（50音順）

雇用のＤＸ化！アバターワークサービスで目指す未来の働き方改革
パソナグループでは、淡路島への本社機能の一部移転などを通じて、地域における雇用創造、新産業の創出に取り組んでまいりました。淡路
島観光産業等の活性化はもとより、2025 年大阪・関西万博など大規模国際イベントとも連携し、世界市場を視野に入れた地域経済活性化
と多様な交流人口・定住人口創出を目指すとともに、サスティナブルな地球環境と社会の在り方を実現していきたいと考えています。

パソナグループ

Suita サスティナブル・スマートタウンご紹介と関西の 2025/2030 年に向けた実証実装の取組み
私たちは、物も心も豊かな理想の社会の実現に向け、社会課題に正面から向き合って、新しい価値を創造していきます。異業種共創で社会・
地域課題を解決する「まちづくり」を推進するサスティナブル・スマートタウンとして、関西初となる「Suita SST」を22年4月にまちびらき
致しました。また、関西でのプロジェクトを立ち上げ、様々な現場やパートナー様との共創を通じて、多様な形で社会への実証・実装を進
めています。

パナソニックグループ / パナソニック コネクト / パナソニック オペレーショナルエクセレンス

PwC アドバイザリー合同会社

社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する
PwCアドバイザリーでは、スマートシティをはじめとした様々な持続可能な都市開発・インフラ関連プロジェクトへの支援を行っています。
豊富な経験とPwCのグローバルネットワーク、PwC Japanグループの知見を活かし、スマートシティを構成する企業の資本業務提携や
収益化、スマートシティ領域での戦略や新規事業開発、SDGs推進による企業価値向上、デジタルツールのプロデュース等を強力にバック
アップします。

IoTで都市のスマート化を実現! MODEは、都市のDXを「モードチェンジ」します。
都市のあらゆるリアルデータをクラウドにつなぎ、ワンプラットフォームに貯めて見える化するMODEのIoTソリューション。SaaS型だか
ら誰でも簡単に、すぐにご利用が可能です。
2014年にシリコンバレーで創業して以来、お客様といっしょに歩むパートナーとして、多くのIoTプロジェクトに携わってまいりました。独
自技術のゲートウェイで、あらゆるセンサーのIoT化を実現します。ぜひお気軽にお声がけください。

MODE

僕らの使命は、「街を衛る」。サイバーセキュリティのLACがスマートシティ事業を始動。
近い将来、IoTデバイスの発達とともに、あらゆる事象がデジタル化され、人々の生活が膨大なデータによって表現されていきます。当社は、
サイバーセキュリティ技術と大規模プラットフォーム構築運用で培った知見を活かし、不正アクセス等のリスクから衛るため、セキュアIoT
プラットフォーム「smart town」を展開。「共創と挑戦」をテーマに、地域の誰もがあらゆる脅威から衛られている未来像を実現していきます。

ラック
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カンファレンス

基調講演 講演
区分

聴講
者数

2022年6月23日 13:30〜14:10
国土交通省におけるスマートシティの取組
 

大嶋 一範 氏 国土交通省

都市局 都市計画課 都市計画調査室

課長補佐

426

2022年6月24日 13:30〜14:10
つくば市
「つくばスーパーサイエンスシティ構想」について
 

中山 秀之 氏 つくば市

政策イノベーション部 スマートシティ戦略課

課長

256

2022年7月7日 10:30〜11:10
2025年万博に向けた
大阪のスマートシティ/スーパーシティ始動
 

坪田 知巳 氏 大阪府

CIO(最高情報統括責任者)スマートシティ戦略部長

357

協賛講演 講演
区分

聴講
者数

2022年6月23日 15:50〜16:30
スマートシティの実現に向けた現場データの活用

石井 理恵 氏 MODE,Inc.
アカウントセールス

115

2022年6月24日 15:50〜16:30
スマートビルティング技術のご紹介

朱 強 氏 株式会社 テクサー 
本社 代表取締役

75

2022年7月7日 12:40〜13:20
地域活性化・スマートシティの取り組みにおける
セキュリティ・セーフティの目的

又江原 恭彦 氏 株式会社ラック
新規事業開発部 部長

42

2022年7月7日 15:00〜15:40
『関西 25・30 プロジェクト』～産官学民の共創～
サスティナブル・スマートタウン×大阪・関西万博×スーパー
シティを通じたカーボンニュートラルとウェルビーイング
社会の実現に向けたパナソニックの貢献

宮原 智彦 氏 パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 
ビジネスソリューション本部 / 統合型リゾート事業推進本部
本部長

200

2022年7月7日 16:10〜16:50
「Mobility Innovation」MaaSから始まるデジタル化とDX

上村 実 氏 MONET Technologies株式会社
事業推進部 部長

149

2022年7月8日 13:50〜14:30
スマートシティのその先を目指して

中村 慎 氏 株式会社 竹中工務店
エンジニアリング本部 スマートコミュニティ本部
スマートコミュニティ本部長

185

基調 / 特別 / 協賛 / テーマセッション

特別講演 講演
区分

聴講
者数

2022年7月7日 11:30〜12:10
スマートシティさいたま構築に向けた
シェア型マルチモビリティの展開と今後の展望

田場 亮 氏 さいたま市 都市局
都市計画部 都市総務課
政策係長

工藤 智彰 氏 OpenStreet株式会社
代表取締役社長 CEO

166

2022年7月7日 13:50〜14:30
市民の幸福感を高めるスマートシティの思想

南雲 岳彦 氏 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート
専務理事

144

2022年7月8日 10:30〜11:10
具体化に向けて動き出す大阪・関西万博

佐藤 毅 氏 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会
企画局 企画部長

193

2022年7月8日 11:30〜12:10
未来社会デザインにつながる
仮想空間シミュレーションを現実世界で
再現させるデジタルツイン技術の活用

前田 英作 氏 東京電機大学
システムデザイン工学部
学部長

今井 直樹 氏 株式会社MoTran
代表取締役 CEO

89

2022年7月8日 12:40〜13:20
Towards and Beyond EXPO2025
〜多様なプラットフォーム事業による新ビジネスの創出支援〜

槇山 愛湖 氏 大阪商工会議所
理事・産業部長

松本 敬介 氏 大阪商工会議所
産業部 部長

86

オンライン開催 リアル開催

IR/ 観光 講演
区分

聴講
者数

2022年7月8日 15:00〜15:40
ICTを活用した観光誘客の取り組みについて

二宮 裕一郎 氏 NTTビジネスソリューションズ株式会社
バリューデザイン部
担当部長

61

IoT/ センシング 講演
区分

聴講
者数

2022年7月8日 16:10〜16:50
ロボットとIoTによるまちづくりの始め方

パネリスト：

安藤 健 氏

村岡 正和 氏

小菅 信子 氏

パナソニックホールディングス株式会社
ロボティクス推進室 室長

株式会社神戸デジタル・ラボ

一般社団法人関西イノベーションセンター

モデレーター：

上野 聡志 氏 MODE,Inc.
Vice President of Business

70

パネルディスカッション

ー 6 ー



カンファレンス

出展社プレゼン 講演
区分

聴講
者数

2022年6月23日 14:15〜14:35
IoT機器の高機能・高性能化に
貢献するムラタのEdge AIモジュール

中西 基 氏 株式会社村田製作所
コネクティビティモジュール企画販推部
ビジネスデベロップメント

85

2022年6月23日 15:25〜15:45
スマートシティ実現に貢献する
データサイエンスとその活用人材育成について

多田 将志 氏 株式会社NTTデータ数理システム
営業部 グループリーダー

73

2022年6月24日 14:15〜14:35
私たちの地域のウェルビーイングを、
私たちでつくるプロジェクト
〜自律、協働、共創で地域を動かす〜

浅野 健一郎 氏 一般社団法人 社会的健康戦略研究所
代表理事

78

2022年7月7日 13:25〜13:45
行動検知AIによる社会課題解決への取り組み
(その理想と現実)

高下 独人 氏 株式会社モルフォAIソリューションズ
フィールドオペレーション本部
マネージャー

50

出展社プレゼン 講演
区分

聴講
者数

2022年7月7日 14:35〜14:55
Withコロナ社会及びスマートシティにおける感染予防

今川 健太郎 氏

石垣 陽 氏

喜多村 紘子 氏

株式会社村田製作所
事業インキュベーションセンター新商品事業化推進部
Pifaa事業推進課 シニアマネージャー

国立大学法人電気通信大学
大学院理工学研究科 情報学専攻 特任准教授

産業医科大学 産業医実務研修センター  准教授

52

2022年7月7日 15:45〜16:05
スマートシティ実現に貢献する
データサイエンスとその活用人材育成について

多田 将志 氏 株式会社NTTデータ数理システム
営業部 グループリーダー

55

2022年7月8日 13:25〜13:45
AIで災害から市民を守る！
いま注目の最新テクノロジーで挑む、防災・危機管理の最前線

村上 建治郎 氏 株式会社Spectee
代表取締役 CEO

30

2022年7月8日 14:35〜14:55
ＰＡＳＯＮＡ×ＡＶＩＴＡ 新たな雇用創造と
新産業の創造を目指す「アバターワークサービス」

松村 卓司 氏 株式会社パソナグループ
Awaji Marketing Hub本部長 常務執行役員

23

出展社プレゼン

まちづくり / 社会インフラ 講演
区分

聴講
者数

2022年6月23日 14:40〜15:20
デジタルグリーンシティ実現に向けた要諦

山崎 大樹 氏 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
パブリックセクター シニアマネジャー

130

2022年7月20日 13:30〜14:10
住民と目線を合わせたスマートシティの推進

馬場 功一 氏 KPMGコンサルティング株式会社
Business Innovation Unit Smart City Team
Lead Partner

95

基調 / 特別 / 協賛 / テーマセッション

オンライン開催 リアル開催

大阪イノベーションハブ 企画講演
大阪イノベーションハブ 企画講演 講演

区分
聴講
者数

2022年7月7日 12：10〜12：40、7月8日 15：25〜16：05
スタートアップショートピッチイベント 大阪イノベーションハブ 公益財団法人 大阪産業局 

イノベーション推進部
51

健康まちづくり EXPO 特別企画
THE 朝活セミナー 講演

区分
聴講
者数

2022年7月7日 9:30〜10:10
地域全体で取り組む
介護現場のICT活用と生産性向上について

秋山 仁 氏 厚生労働省
老健局高齢者支援課  介護業務効率化・生産性向上推進室
室長補佐

72

2022年7月8日 9:25〜9:45
私たちの地域のウェルビーイングを、私たちでつくるプロジェクト
〜自律、協働、共創で地域を動かす〜

浅野 健一郎 氏 一般社団法人 社会的健康戦略研究所
代表理事 79

2022年7月8日 9:50〜10:10
大和ハウス工業が手掛けた開発事例
〜シルバーエイジ研究所が目指す地域に貢献する都市開発事例〜

塚原 康志 氏 大和ハウス工業株式会社
東京本社 建築事業本部 営業統括部
医療・介護推進室（シルバーエイジ研究所） 上席主任 

52

都市 OS/ 通信 NW 講演
区分

聴講
者数

2022年6月24日 14:40〜15:20
メタバースで劇的に進化するスマートシティの新潮流
〜リアルとバーチャルが融合したフュージョンシティの幕開け〜

石井 亮 氏 PwCアドバイザリー合同会社
Public Services, Energy & Utilities Director

222

2022年7月8日 12:10〜12:40
メタバースで劇的に進化するスマートシティの新潮流
〜リアルとバーチャルが融合したフュージョンシティの幕開け〜

石井 亮 氏 PwCアドバイザリー合同会社
Public Services, Energy & Utilities Director

110
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広告・宣伝活動

●記事掲載

●機関誌、Web広告、メール広告

●掲載コンテンツ

記事 「PR TIMES」6/21掲載

「mHealth Watch」6/24掲載

「SMART CITY NEWS」6/28掲載

「IoTNEWS協賛・出展社記事」7/4掲載

「京都新聞」7/8掲載

「未来を描く5Gソリューション 未来図」8/19掲載

ネット配信広告の実施 「自治体通信」

「LIGARE」

「アペルザ」

主催者メルマガ配信

その他デジタル広告

過去記事掲載実績 「月刊スマートハウス」「スーパーシティメディア」
「産経新聞」「大阪日日新聞」「日経スタイル」「カジノIRジャパン」
「ZDNet Japan」「SMART HOUSE READERS」「UJP NEWS」「OSAKA愛艦」等

過去取材実績 「読売テレビ｜かんさい情報ネットten.」「朝日放送テレビ」 「産経新聞社」「共同通信社」 
「日経BP」「インプレス」「朝日新聞社」「日刊工業新聞社」「中部経済新聞社」
「全国賃貸住宅新聞社」「産業タイムズ社」等

WEBバナー広告

SMART CITY NEWS

2022案内状

広報・宣伝活動
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展示会・会場/出展社プレゼン

カンファレンス

会場＆カンファレンスの様子
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●　来場者の声

次回開催に向けてのコメント

・双方で商談する場所（スペース）を作ってほしい。
・パネル展示や映像だけであればオンライン展示で充分。リアル展ならではのデモや実演、タッチ＆トライなどの要素が欲しい。
・Super City/Smart City に関連した多数の展示物、規模拡大を望む。
・関西だけでなく、関東での開催も希望。
・スタートアップ企業を増やして欲しいと思う。
・体験・体感できるコンテンツを充実させてほしい。

・もっとリアルでの出展社数を増やして、継続的に続けて欲しい。
・もう少し出展数が多いと、関西圏以外からも来場者も増えるのではないかと思う。
・スマートシティの見学ツアーや特にモビリティなどによる屋外での実機体験ツアーのようなものがあれば良いと思う。
・メタバースを活用した仮想空間都市の体験イベントの実施。

学生
0.3%

学校・調査・
研究機関
3.1%

報道・
メディア・
出版
0.8%

官公庁・地方公共団体・業界団体　6.5%

運輸・倉庫・流通　1.4%
ディベロッパー　1.1%

金融・投資・コンサルティング　4.9%

医療機関・福祉介護施設　0.5%

農林・水産・鉱業　0.1%

電力・ガス・石油・その他エネルギー 　2.9%

商社・卸売業　4.9%

製造業 34.8% 情報通信 14.6% 建設・不動産
11.3%

サービス業
7.4%

その他
5.4%

情報システム企画・構築・運用　5.7% 物流・SCM  0.2%

CSR・環境 0.3%管理部門（総務・経理・法務など） 2.6%

製造／生産管理・技術 1.6%

情報システム（運用・管理） 0.9% 品質管理　0.5% 学生　0.5%

購買・調達 0.5%

研究開発 13.3% その他 16.0%営業・販売 27.8%
開発設計・
商品企画
9.1%

経営者・経営企画
11.4%

広報/調査・
マーケティング

9.7%

来場者【職種】●

来場者【業種】●

本イベントに参加して●

あまり良くなかった
2.0%

不参加 4.7%

92.2%が良かったと回答

良くなかった 1.0%

非常に良かった
32.9%

まあまあ
良かった
59.3%

リアル展示会の良さ（複数回答）●

まちづくり/都市開発

Mobility/MaaS

都市OS/ITエレクトロニクス

医療/ヘルスケア

エネルギー/水/環境

通信・ネットワーク

防災・減災 / 防犯

IR / 観光テック

建設DX

インフラサービス

興味関心分野（複数回答）●

21.7%

12.2%

3.4%

3.1%

0.3%

0.3%

●　参加の目的

カンファレンスの聴講

業界・市場動向の情報収集

協賛・出展社とのネットワークづくり（訪問・人脈

抱えている課題の解決先を探している（パートナー開拓）

次回出展検討

出展社からの紹介

競合他社が出展していた

60.7%

45.4%

41.0%

31.2%

29.8%

24.4%

22.0%

21.0%

18.6%

13.9%

出展社と対面で会えること

実機・サービス内容をダイレクトに聞けること

抱えている課題の相談ができること

オンライン展で十分と思う

25.1%

23.3%

7.6%

5.1%5

25.8%

来場者アンケート
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本イベントに参加して●

出展した理由（複数回答）●

出展成果（複数回答）●

●　出展社の声

・来場者がとても多く、会場も綺麗で感動した。（リアル展）

・リアル講演はある程度の聴講者にもお越しいただき、それなりの発信はできたように思えた。（リアル展）

・来場者も相応にあり、非常に満足できたイベントだった。（リアル展）

・自治体の参加者があまり多くなかったのが少し残念だった。（リアル展）

・IR に関する事業者の参画もあまり感じられなかったことが残念だった。（リアル展）

・会期を伸ばすなど露出の期間を増やし、より多くの来場者が見込めるイベントになるといいなと思った。（リアル展）

・自治体向け ( 人口10 万人以上 )の集客に注力していただけるとありがたい。（リアル展）

・出展社プレゼンテーションについて、展示会場と同じ空間のため、後ろの席はマイクの声が聞き取りづらかった。
　スピーカーを後ろの方にも設置する等の対応をご検討いただきたい。（リアル展）

・アクセスの仕組みや誘導、コンテンツ含め更なる検討が必要かと思う。（オンライン展）

・テーマや来場者がソリューションとマッチしており、非常に良質なリード獲得の機会とすることができた。（共通）

あまり良くなかった  5.6%

大変良かった
44.4%

94.4%が良かったと回答

まあまあ良かった。
50.0%

ターゲットの新規開拓

業界への意思表示のため

ターゲットとなる来場者が多い

オンライン開催のため

競合他社が出展していたため

50.0%

38.9%

33.3%

2.8%

0.0%

30.6%

11.1%

（リアル)来場者からコンタクトを受け、具体的なやり取り

（リアル)来場者に見積依頼・次回打合せの機会がある予定

（リアル)来場者に自らコンタクトを取り、今後につながる可能性がある予定

（オンライン)来場者にコンタクト（チャット）を取り、具体的なやり取り

（オンライン)来場者に自らコンタクト（チャット）をとった

（オンライン)来場者からコンタクト（チャット）を受け、具体的なやり取り

（オンライン)来場者からコンタクト（チャット）を受けた

（リアル・オンライン)出展がきっかけで自社への問い合わせにつながった

（リアル・オンライン)業界関連者とのネットワークづくりが出来た

63.9%

55.6%

22.2%

11.1%

5.6%

5.6%

5.6%

出展社アンケート
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Super City/Smart City 展示会事務局
TEL:06-4964-8837
supercitysmartcity@jtbcom.co.jp 

お問い合わせ

会　期：2023年7月6日(木)、7日(金)
場　所：グランフロント大阪
　　　　　　コングレコンベンションセンター
U R L：https://www.citydesignweek.jp/

SCSC関西

次回開催決定!!

主催：

同時開催


