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■名　　 称 建築・建設現場生産性向上フェア2023
■会　　　期 2023年6月8日(木)～9日(金)
■会　　　場 インテックス大阪  （〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）
■主　　　催 （一社）日本建築材料協会、テレビ大阪、日本経済新聞社（順不同）
■入 場 料 金 無料〔登録制〕
■同時開催展 理想のすまいと建築フェア ※「建築材料・住宅設備総合展 KENTEN」から名称変更しました。

防犯防災総合展
関西エクステリアフェア

 サービスロボット展

開催概要

●建築・建設資材（仮設足場、仮設トイレ、養生材、シャワー、発電機、照明機器　ほか）
●建設機械・車両（建機・ICT建機・重機、クレーン、アタッチメント、ドローン　ほか）
●ソフト・サービス（建設DX、CAD、CIM、BIM、VR、AR　ほか）
●業務効率改善 Al/loT/5G/システム/ツール
　（業務効率改善ソフト、現場管理、施工管理、タスク管理　ほか）
●保護具・作業補助具（ヘルメット、保護めがね、安全靴、安全帯、熱中症対策品　ほか）
●建築機器（スケール、現場サイン、電子黒板　ほか）
●作業用ロボット　●建設技術（工法）

●官庁・自治体　●設業
●測量業、レンタル・商社・代理店
●コンサルタント　●情報通信・ＩＴ
●検査・メンテナンス　●道路・高速道路・鉄道
●設計　ほか

業界の課題である「人手不足」や「高齢化」への対応策として、
昨今では業務効率化を目指しデジタル技術の導入を進める「DX化」のほか、
若い働き手の確保やベテラン職人の負担軽減を企図した「労働環境改善」といった動きが進んでいます。
また、関西・大阪においては「万博開催」や「万博記念公園周辺の再開発」など大型案件が続き、
DX化や労働環境改善を通じた「生産性向上」がより大きな課題となっています。
本企画ではこれらの課題を抱える企業や団体へ、解決に向けた最新情報を発信します。

安心で快適な現場環境と

生産性の向上を目指して

出展対象 出展対象



建設DXゾーン

建築業界で進む「DX化」によ
り、これまで以上の業務効率
改善や人材育成・確保のチャ
ンスにつながることが予想さ
れます。各種システムやVR・
AR・ドローン技術など、生産
性向上やビジネスモデルを変
える可能性を持つ製品・サー
ビスをPRします。

仮設トイレゾーン

女性活躍推進や外国人労働
者の増加など、人材・文化を
はじめ多様化する建設現
場。安心安全かつ快適な現
場環境をつくる中で欠かせ
ない仮設トイレに焦点を当
て、最新製品の展示・PRを行
います。

高性能足場ゾーン

軽量化による作業効率の改
善や、集積性向上に伴う現場
環境の改善など、高性能な
仮設足場を展示するゾーン。
屋外展示スペースも利用可
能です（要問合せ）

建機・重機ゾーン

規模の大小にかかわらず、現代の建築現場に欠かせないパート
ナーとなる建機・重機の最新モデルや、メンテナンスなどの最新
製品・サービスを展示。次世代をつくる働く車両を、現場を担う
職人へPRします。

i-Constructionゾーン

建設現場とICTの融合は昨今の
コロナウイルス感染拡大を受け
て、人手不足を解消するだけで
なく、現場の労働安全衛生を向
上する取組の一つとして更に注
目されます。ICT×現場を推進
するゾーンとして開催します。

※本内容については、2022年10月時点です。今後、事前の予告なく変更・中止される場合がございますので、予めご了承ください。

2022

建設業
（ゼネコン・サブコン）

8.4%

建築設計事務所 
9.2%

デザイナー 1.6%

建材メーカー・
住宅設備メーカー・
インテリア関連メーカー

21.5%

住宅メーカー 2.0%

ビルダー・工務店・リフォーム業 
8.1%

その他・民間企業
（建材・住宅設備関連以外）
17.9%

流通業
（建材・住宅設備関連）
9.1%

学校・教育・
研究機関/学生
1.4%

一般 7.1%

官公庁・地方自治体・
関連団体
1.9%

（建材・設備などの）商社 8.4%

不動産・ディベロッパー 3.4%

業　種 満足
している
52.9%

どちらかと言えば
満足している
35.3%

不満である  5.9%

その他  5.9%

出展の
成果

今後の
商談に
期待できる
82.4％

今後の商談に
期待できない
11.8％

商談が成立した 5.8％

商談内容に
ついて

前回開催実績

アンケート結果 来場者/出展者

出展成果・商談内容の満足度は80%以上！

104社・団体/155小間 12,519人
※同時開催展からの相互入場含む

出展 者数/小間数 登録 来場者数 2022年6月9日（木）～10日（金）
インテックス大阪

展示企画



 【1小間 リアル出展 ＋ オンライン企画】

金額 【1小間 】

小間形態385,000円（税込）
（基礎パネル・小間番号ボードのみ付属）
※カーペットなどその他備品は付属しません。

小間の大きさ ： 
間口 約3m×奥行約3m×高さ2.7m（約9㎡）
※小間の位置は主催者にて決定します。
　小間の場所（角小間等）を指定しての申込みはできません。

2950mm（内寸）
2930mm（内寸）

990mm（ポール間芯々）

袖パネル

バックパネル
ポール（40mmφ）

小間番号ボード

2700mm

①最終ページの出展申込書にご記入、ご捺印のうえ、
　右記の事務局宛にメールでお申込みください。
②出展申込書の「出展分野」には必ず1カ所のみチェックを入れてください。
③出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、
　出展をお断りすることがあります。（※詳細は事務局にお問合せください）
④申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、
　出展申込書の「共同出展者」欄に必ずチェックを入れてください。
※申込小間数は1小間を単位とします。　※角小間を条件とした申込みはできません。
※会場の運営上、1小間あたり9㎡を基本として、特殊寸法になることがあります。

建築・建設現場生産性向上フェア事務局
申込書提出先／お問合せ先

E-mail : sumai@tvoe.co.jp 
申込締切日

※ただし、満小間になり次第締切ります。

77,000円（税込）

パッケージブース（セット装飾）とオプションパー
ツ（展示台、照明、各種レンタル備品）を組み合
わせることにより出展形態および出展製品に合
わせた独自の小間装飾を行うことができます。

パンチカーペット
システムパラペット（ 300mm幅）
社名板（ ゴシック体・黒文字）
受付カウンター900×450mm
パイプイス
アームスポットライト100W
コンセント500W迄
１ 次側電気幹線工事費１kW迄
（電気使用料１kW分含）

※色選択可
有
※１ 枚
※１ 台
※１ 脚
※３ 灯
※１ 箇所
※パッケージ分以外の
　電気器具を追加した場合は
　別途幹線工事が発生します。 1小間イメージ

3月17日（金）

出展申込
締切

出展準備要項
レイアウト発表・
出展実務手続き

4月中旬

展示会場
搬入装飾

6月6日（火）・
7日（水）

搬出・撤去

6月9日（金）

開催期間

6月8日（木）～9日（金）2023年
1月13日（金）まで

早期申込
割引

2023年3月17日（金）
2023年1月13日（金）早期申込締切日

出展申込締切日

継続/会員割引

早期申込割引
313,500円

（税込）

297,000円
（税込）

早期申込割引 + 継続割引 or 会員割引

※継続割引と会員割引の併用はできません。

【割引適用条件】 2023年1月13日（金）までに出展申込をいただいた方に適用されます。

【継続割引適用条件】KENTEN2022出展企業が建築・建設現場生産性向上フェアに出展の際に適用します。
【会員割引適用条件】一般社団法人日本建築材料協会・大阪建築金物卸商協同組合の会員に適用します。

【割引適用条件】
2023年1月13日（金）までのお申込み +
KENTEN2022出展企業 or 主催・共催団体の会員企業

通常 330,000円

357,500円
（税込）

330,000円
（税込）

通常 385,000円
1小間目  の単価 2小間目  以降の単価

会　　　期 2023年5月下旬（予定）～7月21日(金)
会　　　場 特設WEBサイト上
ア ク セ ス 無料（登録制）
出展料金   【オンライン企画のみ】

【リアル展出展者】 無料
220,000円（税込）

特設WEBサイト上で出展製品・サービス
をPRするオンライン企画を実施します。
会期の前後を通じて情報掲載することで、
自社ブースへの来場誘致や会場に来られ
なかった方のリード獲得を図ることができ
ます。

オンライン

パッケージブースのご案内

出展料金

割引プラン

申し込み方法

スケジュール

2小間目以降は330,000円（税込）/小間になります。

出展申込要項


