
記者発表資料 

 平成２９年１０月３０日 

ＥＥ東北実行委員会 

「建設技術公開 ＥＥ東北'１８」の出展者を募集します 

－出展申込は平成２９年１１月６日(月)～１２月１４日(木)１７時まで－ 
 

建設事業に係わる新材料、新工法等を展示する「建設技術公開 ＥＥ東北’１８」を、

平成３０年６月６日(水)～７日(木)の２日間夢メッセみやぎ(仙台市)にて開催します。 

この「建設技術公開 ＥＥ東北’１８」に出展いただける出展者を募集します。 

昨年開催したＥＥ東北’１７では、出展者２９２社、８６９技術の展示、過去最高の

１万５千７百人の方にご来場いただきました。 

【開 催  概 要】  別紙記載 

【出展申込期間】 平成２９年１１月６日（月）～１２月１４日（木）１７時まで 

【出展申込方法】 出展申込書に必要事項をご記入の上、郵送又はメール でお申込みい

ただけます。詳細は出展募集要項をご確認下さい。受付は先着順(※)

で行いますが、定数に達し次第、受付を締め切ります。 

（※）事務局で資格審査を行いますので出展決定通知書は平成３０年１月中旬となります 

 

■申込み先   

【郵 送】 ＥＥ東北実行委員会事務局 

〒985-0842 宮城県多賀城市桜木３丁目６－１ 

国土交通省東北技術事務所 施工調査・技術活用課内 

【メール】 thr-tougi01@mlit.go.jp 

 

◇出展募集要項や出展申込書の入手、受付状況等はＥＥ東北１８ホームページ｣で 

確認いただけます 

http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/eetohoku/ee18/index.html 

 ※ＥＥ東北１８で検索 

（発表記者会）宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 

【お問合わせ】 ＥＥ東北実行委員会事務局（国土交通省東北技術事務所） 

        〒985-0842 多賀城市桜木３丁目６－１  

Tel０２２－３６５－８０４７／Fax０２２－３６５－８１５２ 

東北技術事務所 副所長              宮本
み や も と

 典明
の り あ き

 

東北技術事務所 施工調査･技術活用課長   中島
な か じ ま

 朋也
と も や

            

mailto:tougi01@mlit.go.jp
http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/eetohoku/ee18/index.html


建設技術公開「ＥＥ東北’１８」の開催概要 

 

■開催日時 

平成３０年 ６月 ６日（水） １０：００～１６：３０ 

平成３０年 ６月 ７日（木）  ９：３０～１６：００ 

 

■開催場所 

夢メッセみやぎ（宮城県仙台市宮城野区港３－１－７）  

本館展示棟、屋外展示場、本館会議棟、西館 他 

 

■目的 

建設事業に係わる新材料、新工法、その他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開し、

その普及を図ることにより、さらに新たな技術開発の促進と良質な社会資本の整備を通じて、社

会に寄与することを目的としています。 

※ＥＥとは英語の Engineering Exhibition（エンジニアリング エキシビション）の略で、 
新技術を広く公開するという意味が込められています。 

※ＥＥ東北は平成２年から開催されており、ＥＥ東北’１８は２８回目の実施となります。 
 

■キャッチコピー “広げよう新技術 つなげよう未来へ” 
 

■入場料  無料 
 

■来場予定者  国及び地方公共団体職員、建設コンサルタント、建設会社、 

建設資材等関連会社、大学生、高校生 等 

 

■主な実施内容 

 新技術展示会（５分野）／本館展示棟、屋外展示場 

Ａ設計・施工の技術分野、 Ｂ維持管理･予防保全の技術分野、Ｃ建設副産物･リサイクル

の技術分野、Ｄ防災･安全の技術分野、Ｅその他共通の技術分野 

 新技術プレゼンテーション（５テーマ）／本館会議棟大ホール 

[Ａ設計・施工]、[Ｂ維持管理･予防保全]、[Ｃ建設副産物･リサイクル]、[Ｄ防災･安全]、 

[Ｅその他共通] 

 ＵＡＶ(ドローン)競技会／西館 

※ＵＡＶ競技会の参加者募集等の詳細は調整中 

 

■主催 

ＥＥ東北実行委員会（委員長 東北地方整備局企画部長） 

◆構成団体(全１９団体)  

一般社団法人日本建設業連合会東北支部、一般社団法人日本道路建設業協会東北支部、 

東北建設業協会連合会、一般社団法人日本建設機械施工協会東北支部、一般社団法人東

北コンクリート製品協会、一般社団法人全国特定法面保護協会東北地方支部、一般社団

法人東北地域づくり協会、一般社団法人日本埋立浚渫協会東北支部、 

一般社団法人建設電気技術協会東北支部、一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支

部、東北地方整備局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、 

東日本高速道路株式会社東北支社 



 建設技術公開 「ＥＥ東北’１８」出展募集要項 

１．開催概要 
■名 称 
   建設技術公開｢ＥＥ東北’１８」  
■目 的 
      建設事業に係わる新材料、新工法、その他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開し、その普 
   及を図ることにより、さらに新たな技術開発の促進と、良質な社会資本の整備を通じて、地域社会の発展に 
 寄与する ことを目的として開催します。 
■ 開催日時 
       平成３０年６月６日（水）１０：００～１６：３０ 
       平成３０年６月７日（木） ９：３０～１６：００ 
■開催場所 
       夢メッセみやぎ 
       宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ 
■ 来場予定者 
       国､地方公共団体職員、建設コンサルタント、建設会社、 
   建設資材関連会社、大学生、高校生等 

実施項目  内 容  
新技術展示会 
本館展示棟7,500㎡／屋外展示場5,000㎡ 

５技術分野に沿った建設事業に係わる 
 新材料、新工法、その他新技術等の展示 

新技術プレゼンテーション 
 本館会議棟大ホール410㎡ 

５技術分野に沿った５テーマ新技術の発表 

ＵＡＶ(ドローン)競技会（西館展示場1,295㎡等） ＵＡＶ（無人航空機）による競技を実施 

■技術分野 
  新技術展示会の分野、新技術プレゼンテーションのテーマは、以下のとおりとします。 
    各技術分野の中で「i-Construction(ｱｲｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ)」に該当する場合は表示を行います。 
     新技術プレゼンテーションの発表時間は１題１５分 (質疑応答なし、入替時間含む)とします。 

 ◆新技術展示会（５技術分野） 

    (Ａ)設計・施工の技術分野  
   (Ｂ)維持管理･予防保全の技術分野 
    (Ｃ)建設副産物･リサイクルの技術分野 
    (Ｄ)防災･安全の技術分野  
    (Ｅ)その他共通の技術分野 

 ◆新技術プレゼンテーション（５テーマ） 

   （Ａ）設計・施工   （Ｂ）維持管理･予防保全 
  （Ｃ）建設副産物･リサイクル 
  （Ｄ）防災･安全   （Ｅ）その他共通 
 
  
 
２．出展募集概要 
■新技術展示会 

 ◆出展者 
  建設事業に係わる新材料、新工法、その他新技術等を出展できる者 
  （※出展申込者（社）の本店、支店、営業所等が日本国内にあること） 
 ◆出展技術 
  １出展者が出展できる技術数(※出展技術ガイドブック等に掲載できる技術数)は屋内・屋外、 
 単独出展、共同出展を問わず１小間あたり最大３技術までとします。 
 ◆展示小間 
  申込時に「屋内」か「屋外」を選択していただきます。 

■内容 

▲新技術展示会の様子（ＥＥ東北17） 



 ◆ 出展費用 
   下記に示す出展費用を全額、受付通知時（平成３０年１月中旬）にお知らせする支払期限（平成３０年２ 
  月末）までに振込みいただきます。なお、銀行振込用紙（控）をもって領収書に代えさせていただきます。 
   なお振込み手数料及び屋内、屋外とも展示小間内に係る装飾、備品等は、各出展者の負担となります。 
    

出展費用料金表 

区分 単 位 出展費用(税込み) 

屋内 １小間あたり １６万円 

屋外 １小間あたり １２万円 

※必要小間数をお申込みください。 
※会場の都合により小間数を調整させて 
     いただくことがあります 

 ◆ 出展小間の配置等 
    出展小間割りは、出展技術、規模、会場構成等を考慮の上で事務局が決定し、受付通知時（平成３０年 
 １月中旬）に送付発表します。出展者は、発表された小間位置の変更、割り当てられた小間の第三者への 
 転売、譲渡、貸与、また出展者相互間にての交換はできません。 
   屋内の角（かど）小間を希望される場合は、出展申込書にその旨を記載願います。ただし申込多数の場  
   合、希望の角小間とならない場合があります。  

 ◆新技術プレゼンテーション 
    新技術プレゼンテーションは、新技術展示会の出展者（出展技術）を対象とします。発表を希望される場 
 合は、出展申込書に記載願います。 申込多数の場合、事務局にて抽選の上、決定させていただきます。 
   前回（ＥＥ東北１７）と同様の発表技術は、抽選の対象外となる場合があります。 

■ 出展申込みの方法等 
 ◆申込方法 
    所定の出展申込書をメール又は郵送にて、ＥＥ東北実行委員会事務局（下記）宛､お申込みください。 
    先着順で申込受付を行いますが、事務局内にて内容審査後、メールにて受付連絡及び平成３０年１月中 
  旬の受付通知書（請求書）の発送をもって確定となります｡ 
   ※ＦＡＸでの出展申込みの受付はいたしません。 
   ※申込みメール送信後すぐの受信確認の電話には対応できませんので、ご遠慮下さい。 
   ※会場スペースの関係上、申込内容のとおり受付できない場合があります。 
   ※出展申込書は、ＥＥ東北’１８ホームページ（下記ＵＲＬ）からダウンロードできます。 
 ◆申込期限 
   平成２９年１２月１４日（木）  １７時まで  （※期限内でも定数に達し次第、受付を締め切ります） 

■ その他 
   上記に記載のない事項については、別紙「補足事項説明書」をご確認願います。 
  展示内容が本展の趣旨、目的、技術にそぐわない場合、出展内容に関してご協力が得られない場合は、 
 受付の保留又はお断りさせていただきます。 
      建設技術公開「ＥＥ東北’１８」の会場で撮影した写真や動画はホームページ等で使用することがあります 
 ので、あらかじめご了承ください。 

  ＥＥ東北実行委員会事務局 
  〒985-0842 宮城県多賀城市桜木３丁目６番１号 国土交通省東北技術事務所内 

   Tel  ０２２－３６５－８０４７（直通）     E-mail thr-tougi01@mlit.go.jp 
     URL http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/eetohoku/ee18/ 

屋内 
〔屋内／１小間〕    寸法 間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.4ｍ 
                               装飾品：小間仕切壁、蛍光灯2灯、社名プレート 

                      ※小間仕切壁は左右背面の3面（角小間は2面） 

屋外 〔屋外／１小間〕     寸法 間口10ｍ×奥行10ｍ 
                               装飾品：自立式社名プレート （テントは含みません） 

 ◆ キャンセル料 
   平成２９年１２月２８日（木）１７時までは無料。出展費用支払期限（平成３０年２月末）までは申込小間 数 
 の半額、それ以降は全額となります。 
   



 「ＥＥ東北’１８」出展募集要項 補足事項説明書 

  この補足事項は、申込みいただくにあたって、事前に確認していただきたい基本的事項を記載したものです 
  申込みの前に「出展募集要項」と併せて、必ず内容を確認してください 

１．出展申込について 
  １．１出展申込につき１出展者となります。複数社共同での出展申込の場合でも１出展者となり、社名プ 
     レートや出展技術ガイドブック等の掲載において、異なる出展者名（会社名）等の掲載はできません。 

              例：Ａ社とＢ社の共同申込（１出展申込・２小間） →  
           出展者名は「Ａ社・Ｂ社」「ＡＢグループ」「ＡＢグループ（●協議会）Ａ社・Ｂ社」又は「●協議 
           会」等となります。１小間はＡ社もう１小間はＢ社にはできませんので、この場合は別々に 
           申込が必要です。                      

   ２．グループ企業等で小間の隣接配置を希望される場合は必ず出展申込書の通信欄に記入して下さい。 
     また、隣接配置を希望の場合は同時期の申込をお願いします。  
   ３．出展受付通知時（１月中旬）に出展費用請求書を同封する予定ですが、振込手数料は出展者の負担と 
     なります。 なお、振込は２月末日を予定していますが、年度明けの４月振込を希望される場合は、出展 
     申込時（出展申込書の通信欄に記載）、又は平成２９年１２月２８日（木）までにご相談ください。 
   ４．天災その他不可抗力により展示会を中止することがあります。その場合、準備等に要した費用を差し 
     引いた上で出展料金を返金しますが、それ以外に生じた損害の補償はできませんのでご了承ください。  

２．小間の基本仕様について 
■ 屋内展示 
    小間寸法／間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ２．４ｍ 
   ※システムパネルはビニールコーティング合板のため、直接装飾・加工を施すことはできません 
    （切断・釘打ち・穴あけなどの加工、接着用テープの使用はできません） 
   ※照明／パラペット裏に４０W蛍光灯２灯を設置します 
   ※社名プレート／パラペットに「出展者名」を表記します（Ｗ１，８００×Ｈ２００） 
   ※ 「出展者名」とは、申込書に基づき事務局より受付された者の名称であり、これ以外の名称を記載する 
     ことはできません 
   ※出展技術のうち「i-Construction(ｱｲｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ)」に該当する場合、社名プレート隣に表示を行います 

留意事項 
・隣接する小間と小間の間の袖パネルは、２枚（２ｍ）となります 
・角小間の場合、通路側の袖パネルはつきません 
・複数小間を並べて使用する場合は、小間と小間の間の袖パネルはありません 
・展示会場の床は、コンクリート防塵塗装（グレー色）となっております 
・展示造形物の高さは、３．６ｍまでと制限させていただきます 

仕様イメージ図 



■ 屋外展示  
     小間寸法／間口１０ｍ×奥行１０ｍ 
   ※社名プレート／自立式社名プレートに「出展者名」を 
    表記します（Ｗ６００×Ｈ１５００） 
   ※ 「出展者名」とは、申込書に基づき事務局より受付さ 
    れた者の名称であり、これ以外の名称を記載すること 
    はできません 
   ※出展技術のうち「i-Construction(ｱｲｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ)」に該 
           当する場合、社名プレートに表示を行います 

■ その他共通事項 
  １． 設営・展示・撤去の際に床面部分を損傷・汚損した場合は、補修に係る費用を出展者に負担して 
     いだきます。 
  ２．照明や実演に要する電気料、配線工事費用等は出展者負担となり別途料金が発生しますが、 
    これらは展示会終了後の精算払いとなります。   

４．禁止行為その他注意事項 
  出展者の次の行為を禁止します。 
   １．指定された小間の全部又は一部を、第三者に有償、無償で貸与すること。  
   ２．指定された場所以外の展示場建物の内外部又は、周辺に看板、掲示板、広告標識などを設置又は 
     掲示すること。 
   ３．来場者及び他の出展者の迷惑となる行為、並びに会場内への危険物の持込など、展示場建物に損 
     害を及ぼすような一切の行為をすること。 
   ４．物品・飲食物の販売、寄付金品の募集、事務局の承認を受けないで行う小間外でのチラシ・ビラ等の 
      配布。 
   ５．公序良俗に反する製品の出展・展示・プレゼンテーション・販売・配布・会場持込等の行為をすること。     
   ６．発火又は引火しやすいもの、火災・煙等を発するもの、著しく音響、振動、塵埃、臭気を発するもの、 
     施設を汚損、毀損する恐れのあるものの持ち込み。特に、屋内展示場では強い光、熱、臭気、大音量 
     等を発生させる行為は認められません。 

３．出展技術ガイドブックの作成について 
  ＥＥ東北では、出展技術を紹介するガイドブック（冊子）を作成し、東北各県、市町村、学校来場者へ配布  
 します。出展が決定した出展者は、ガイドブック作成のための原稿の作成をしていただきます。 
  １出展者が出展できる技術数は、屋内・屋外、単独出展、共同出展を問わず、１小間あたり最大３技術で、 
  掲載技術毎に異なる出展者名（会社名）での掲載はできません。 
  作成要領等については、出展受付通知時（平成３０年１月中旬）に通知しますが、ガイドブック原稿の提出 
 締め切りは、平成３０年２月１日（木）を予定しています。   

仕様イメージ図 

ＥＥ東北実行委員会 ＥＥ東北実行委員会 

G - 99 防災・安全
ＮＥＴＩＳ： KTK-098765-VE

ＵＲＬ： 担　 当：
ＴＥＬ： 022-365-5897

http://www.thr.mlit.go.jp/

小 間 番 号

大地震や豪雨災害により機能を失った道路橋の代替の応急道路橋です。主構パネルの継ぎ手部
分を高力ボルト接合ではなくピン接合にすることで、橋梁全体の軽量化を図り、クレーンでの橋体
一括架設も可能にし、迅速に交通道路を確保できます。最小１０mから２ｍごとに最大４０ｍ
まで、現場条件に合わせ橋長を変えることが可能です。
【仕　様】　　橋形式：下路式ワーレントラス橋
　　　　　　　 橋構造：1車線橋（有効幅員４ｍ）
　　　　　　　 荷重条件：B活荷重

組立応急橋

㈱東北技術研究センター　技術防災課　土澤　

災害時に迅速に交通を確保するための仮設橋梁㈱東北技術研究センター

■ 原稿イメージ 
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〒

なし

１．出展申込者

２．出展小間の希望

ＦＡＸ

E-mail

※申込み多数の場合は、角小間とならない場合があります。
※屋内角小間の仕切り壁はL字形２面となりますのでご注意下さい。
　 （中間小間の仕切り壁はコの字形３面）

ﾌﾘｶﾞﾅ(半角)

出展者名
※社名プレート、ガイド
ブックに表記する名称

ﾌﾘｶﾞﾅ(半角)

担当者氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ(半角)

上記名称と社名プレートやガイドブックに表記する名称が異なる場合は、こちらに記入（入力）してください

会社名
または
団体名

角小間希望　(該当欄を○で囲むか、ボタンをクリック)

 ご記入いただいた情報はＥＥ東北実行委員会事務局からのＥＥ東北出展に関わる各種ご案内に利用させていただきます。
 法令に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に利用または提供することはありません。

有り 無し ※選択のない場合は「希望無し」とさせていただきます

２７回すべて参加

◆個人情報のお取扱いについて◆

◆出展者の過去のＥＥ東北への出展回数をわかる範囲でお知らせください  　(該当欄を○で囲むか、ボタンをクリック)

所在地

１小間あたり
間口3m×奥行3m×高さ2.4m

ＴＥＬ

(一社)日本建設業連合会　東北支部

東北建設業協会連合会

(一社)東北コンクリート製品協会

(一社)日本埋立浚渫協会　東北地方支部

(一社)建設コンサルタンツ協会

(一社)日本道路建設業協会　東北支部

(一社)日本建設機械施工協会　東北支部

(一社)全国特定法面保護協会　東北地方支部

(一社)建設電気技術協会　東北地方支部
単独出展・大学・その他
※記載の団体に属さない場合はこちら

１～５回 ６～２６回

建設技術公開「ＥＥ東北’18」出展申込書

必要小間数

役　職所属部署

出展者の本社・本部等の
所在地（都道府県）

出展申込者の正式な社名・団体名を記入（入力）してください

「ＥＥ東北'18」出展募集要項に同意の上、以下のとおり出展を申込みます

※共同出展の場合は、代表となる会社名または団体名を記入（入力）してください
　 こちらに記載した会社名または団体名あて（担当者所在地）に請求書を送付します

屋外小間

１小間あたり
間口10m×奥行10m

必要小間数

ＥＥ東北'18に関する窓口となる方を記入（入力）してください

屋内小間

所属する
構成団体

(該当欄を
○で囲むか

ボタンをクリック)
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№ 希望
エリア

代表
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

通

信

欄

希望する 希望しない

技術の名称　（２５文字以内）
※２５文字以上は確定できません。

NETIS登録番号
(登録が無い場合は空欄)技術分野

4．出展技術

3．新技術プレゼンテーションの希望

※プレゼンテーションで発表を希望する技術は、次項の「4．出展技術」の中から選択し、ボタンをクリックしてください。
   手書きの場合は○を塗りつぶしてください。
※希望多数の場合は、事務局による抽選の上、発表者を決定させていただきます。
※前回（ＥＥ東北'17）と同様の発表技術は、対象外となる場合があります。

５．事務局あて連絡事項

希望の有無
　(該当欄を○で囲むか、ボタンをクリック)

i-Construction
に該当

プレゼン
希望

※出展技術数(ガイドブックに掲載できる技術数)は、１小間あたり最大で３技術までです。
※出展技術分野をプルダウンリストから選択してください。
※屋内エリアか屋外エリアか希望するエリアをプルダウンリストから選択してください。
※出展技術の名称はガイドブックに掲載の都合上、25文字以内に制限させていただいております。
　 25文字以上は入力できませんのでご了承ください。
※NETIS登録番号はNETIS掲載中の登録番号を入力してください。記号はプルダウンリストから選択できます。
※i-Constructionに該当する技術の場合はプルダウンリストから選択してください。
   ブースの配置は、代表技術として選択された技術分野のエリアへ配置されます
※２技術以上出展する場合、メインとなる技術を代表として１技術だけ選択し、一番上の枠に入力（記入）してください。
　　(1小間につき１技術ではなく、１出展者につき１技術）
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