
SuperCity/SmartCityOsaka2020

～未来都市のスマート化EXPO＆カンファレンス～

オンライン開催に生まれ変わりました。

協賛・出展プランのご案内



開催実施の背景

内閣府では、様々なデータを分野横断的に収集・整理し提供する「データ連携基盤」を軸に、地域住民等に多様なサービスを提供し、住民

福祉・利便性向上を図る最先端都市『スーパーシティ構想』を推進しており、第４次産業革命後の未来社会、生活を先行して実現するショー

ケースで、2030年頃の実装を目指しています。

また、大阪府・市、関西経済界においても、最先端技術のショーケースとなる「2025年 大阪・関西万博」を契機に、その成果を活かして、大

阪でのスーパーシティ実現に向けた取り組み 『夢洲まちづくり構想（＝SMART RESORT CITY ～夢と創造に出会える未来都市～）』を

掲げ、「日本の成長をけん引する東西二極 の一極 として世界で存在感を発揮する都市 」をめざすと発表されました。

大阪のみならず、全国各自治体地域でも「スマートシティ」の実現に向けた積極的な推進をしており、スーパーシティ・スマートシティ市場は急速

に拡大しつつあることから、展示会において社会的有用性の高い先端技術を得意領域とするJTBグループが、地域経済と一体となり、新たな

展示会「Super City / Smart City Osaka 2020」を開催することで、大阪におけるスーパーシティ・スマートシティの機運醸成と経済活性

化・都市の魅力向上の実現に貢献したいと考えております。

行政サービスのICT化、スマートモビリティ、安全・安心など、様々な分野における先端サービスを同時に実装していくことにより、人々の暮らしが

どう変わっていくのか、そのための課題は何なのか等について、有識者から先行事例や最新の研究・技術を紹介する他、スーパーシティ・スマート

シティの実現に向けた現状の課題やその解決方法等について議論を行うフォーラムや、企業が有する最先端技術を紹介することで、社会実装

に向けた価値ある展示会の創出を目指します。

株式会社JTBコミュニケーションデザイン



まるごと未来都市：スーパーシティの実現に向けて

日本政府は、エネルギー、交通、防災など様々な分野でスマートシティ・プロジェクトを進

めている。内閣府では、これをさらに推し進め、国家戦略特区を活用した大胆な規制改

革と、AIやビッグデータなどの先進技術を活用することで実現する先進的サービス=未来

社会を世界に先駆け実現する「まるごと未来都市」をスーパーシティと名付け、その構想を

推進している。

スーパーシティに関連する

国内外最新動向・技術が大阪に集結！

遠隔医療、遠隔教育、キャッシュレス、MaaSなど、様々な先端サービスを同時に実装

していくことにより、我々の暮らしがどう変わっていくのか、そのための課題は何なのか等につ

いて、国内外から有識者を招き、スマートシティの先行事例や最新の研究・技術を紹介

する他、スーパーシティ構想の実現に向けた現状の課題やその解決方法等について議論

を行うフォーラムを開催する。また、企業が有するスーパーシティを取り巻く、スマートシティ

に関する最先端技術を紹介する展示会を併せて展開するイベントを開催する。

社会背景・スーパーシティ構想
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人工知能（AI ）やビッグデータを活用し、社会のあり方を根本から変えるような都市設計の動きが国際的に急速に進展している。
内閣府は、2030年頃に実現される最先端都市「スーパーシティ」構想に実現に向けて、世界最先端の技術を実証するだけが目標ではなく、
第四次産業革命後に国民が住みたいと思う、より良い未来の社会、生活を包括的に先行実現するショーケースづくりを目指している。

（出典：内閣府第3回「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会 2018.11.26）

スーパーシティ
様々なデータを分野横断的に収集・整理し提供する「データ連携基盤」を軸に、地域住民等に多様なサービスを提供し、

住民福祉・利便性向上を図る都市。第４次産業革命後の未来社会。生活を先行して実現するショーケースで、2030年頃の実装を目指す。

1 移 動
自動走行、データ活用による
交通量管理・駐車管理など

2 物 流 自動配送、ドローン配達など

3 支 払 い キャッシュレスなど

4 行 政
パーソナルデータ、ワンストップ窓口、
APIガバメント、ワンスオンリーなど

5 医 療 ・ 介 護
AI ホスピタル、データ活用、
オンライン（遠隔）診療・医薬品配達など

6 教 育 AI 活用、遠隔教育など

7 エネルギー・水 データ活用によるスマートシステムなど

8 環 境 ・ ゴ ミ データ活用によるスマートシステムなど

9 防 災
緊急時の自立エネルギー供給、
防災システムなど

10 防 犯 ・ 安 全 ロボット監視など

【構成要素（10分野）】

※1つのエリアで、上記10分野の領域のうち、少なくとも5分野をカバー。

「スーパーシティ」イメージ図

社会背景・スーパーシティ構想
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≪多様なデータ連携≫

交通、エネルギー、インフラ、防災、物流、観光、健康・医療、金融等の多様なデータの連携により、
様々なサービスを展開し、スマートシティを実現。

※内閣府作成

社会背景・スーパーシティ構想
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≪戦略的創造プログラム（SIP）の課題分野≫

※内閣府作成

社会背景・スーパーシティ構想
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•大規模地震による人的、経済的被害軽減・帰宅困難者対策
•防災意識の向上・⾏政組織の災害対応能⼒の向上
•都市基盤施設の震災・風水害対策・防災公園の整備
•密集市街地整備、耐震化の促進

•都市基盤施設の⻑寿命化・住宅ストックの適切な維持管理
•ニュータウンの再⽣・活性化（千⾥、泉北、りんくうタウン）
•良質な住宅の提供・「住むまち大阪」のイメージアップ
•府有都市インフラの利活⽤促進
•府・市有建築物の有効活⽤、適切な維持管理

•地域や学校と連携した環境配慮⾏動の促進
•自主防災組織の充実強化
•多様な活動主体との協働によるコミュニティづくり

•観光客等受入れ環境の整備、多言語化緊急対応
•景観(地域)資源の活用
•水辺の賑わいづくり・大阪らしい文化・スポーツ施策の実現
•⼤阪の都市魅⼒向上と国内外への情報発信

•再生可能エネルギーの普及拡大（太陽光、地中熱など）
•新エネルギー産業の成⻑促進・環境に配慮した建築物への誘導
•温室効果ガス排出量削減・ヒートアイランド対策の促進
•資源の循環的利⽤・廃棄物の排出・処分量の抑制

•持続的な森づくり（森林管理の集約化、⽊材利⽤の拡⼤）
•森林の保全（流⽊・倒⽊対策）
•都市の緑地面積の拡大
•大阪湾の環境保全・再生

防災・減災

都市基盤

地域社会

都市魅力

低炭素
（エネルギー）

資源循環

自然共生

※副首都推進本部会議資料より

◎世界共通の課題が先行して訪れるため、未来社会に向けた
実証の先行実施が可能

◎先端医療から日常の健康維持まで、幅広い健康・医療分野の
企業、アカデミア、病院等が集積

◎未来社会を創る新しいビジネス(MaaS、次世代金融システム、
まちづくり)関心企業、AIやIoT等、最先端テクノロジーを有する
企業が集積

◎万博等に伴う投資機会

◎観光産業拡大の機会

地域のポテンシャル

社会背景・大阪が抱える都市課題
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各種スマホアプリサービス
（ゴミ、健康、防災、子育て、等）

デジタル窓口・ワンストップ窓口
（ＡＩ総合案内、ネット施設予約等）

シェアリンクエコノミー
（駐車場シェア・民泊・フードシェア 等）

ＧＰＳ・デジタルマップ
（見守り・盗難・防災・レジャー 等）

Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
向
上

基

盤

≪住民サービス≫
住民のＱＯＬや利便性の向上

≪都市戦略（ビジョン）≫
都市機能の強化や都市課題の解決

MaaS・自動運転

デジタル通貨・Wi-Fi

防犯カメラ・防災マップ

インフラメンテナンス
（道路橋梁、水道管、施設等の最適化）

次世代モビリティ
（公共交通・マルチモーダル・駐車場利用）

遠隔診療・健康データ

教育テック・観光

次世代ヘルスケア
（ヘルスケア人財最適化・

保健医療データプラットフォーム）

≪デジタルガバメント（官）≫ ≪デジタルインダストリー（民）≫

オープンデータ・自治体クラウド

テレワーク・ＲＰＡ・マイナンバーカード

データマネジメント・ＥＢＰＭ

IoT・ビッグデータ・人工知能（ＡＩ）

ロボット・ドローン・センサー

セキュリティー・５Ｇ・クラウド

規制緩和

ＩＴ人材

自治体や企業による先端技術・情報基盤の構築 ＆ 生産性向上・業務効率化

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

※副首都推進会議資料より抜粋・編集

社会背景・大阪において重要と思われるスマートシティのイメージ
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名称：Super City/Smart City Osaka 2020【初回開催】
～未来都市のスマート化EXPO＆カンファレンス～

会期：2020年7月2日(木)～3日(金）10：00～17：00

会場：グランフロント大阪

北館１Fナレッジプラザ、４F ナレッジシアター /８Fカンファレンスルーム

主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

後援（予定）：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

入場料：無料（カンファレンス 要事前登録）/ 展示会はオープンスペース

開催概要

9



新型コロナウイルス感染症の収束を願い、開催に向け準備を行ってまいりましたが、ご承知の通り、 国内外に
おける感染 の拡大、 また収束の目処が立っていないことを鑑み、7月上旬の開催予定ではありましたが、ご来場
予定の皆様、および関係者の皆様の健康と安全を最優先事項と判断して、リスクが起きなく、でもビジネスマッチング
や、情報発信ができる内容として、オンライン開催に移行をさせていただきました。

本展示会のリアルな開催に向けてご準備を進めていただいておりました、ご協賛社様、ご出展者様の皆様並びに
ご来場予定の方、関係者の皆様 にはご迷惑をおかけいたしますが、 現在の状況を鑑み、ご理解を賜りたく
お願い申し上げます。

次のページより、オンライン開催の良さをまとめさせていただいております。
是非とも一緒にDigital Transformationならではの展示会を共に創り上げていき、リアルの良さ、オンラインの
良さを追求し、ハイブリッドな環境の新しい展示会を創造して参りたい所存です。

新しい試みとなり、ご不便をおかけする内容になるかも知れませんが、是非ともご協力を頂きながら、
2025年、2026年に新しいカタチの展示会にして参りたいとおもいます。

オンライン開催に移行した理由
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オンライン展示会 概要

カンファレンスのリアルタイム配信、来場者とのコミュニケーションツール、

出展者による自社PRなど、様々な機能を備えたオンラインイベントプラットフォームを活用。

アプリのダウンロードは一切不要、ブラウザで完結するためユーザの利便性も◎

カンファレンス動画がこのエリア上でライブ配信されます

登録された来場者プロフィールを閲覧・検索できます

コミュニケーションパネル（チャットツール等）

11



メリット 留意事項

＜出展社のメリット＞
●自社装飾費・制作費などアナログコスト削減。
●会期中は人手も手間もかからず準備も簡単。
●遠方からの出展も容易に。
●集客もメールで短期間に。
●チャット機能などを有効に用いれば、オンライン
での商談やアプローチが可能。
●天候 天災の影響を受けない、 時間場所に
左右されない。

＜来場者のメリット＞
●遠方からの来場が可能になるので、どこからで
も参加できる。
●天候 天災の影響を受けない、 時間場所 に
左右されない。

＜出展社側の留意事項＞
●ブースでの偶然的な「待ち」の営業ではなく
「攻め」のアプローチを行っていただく必要あり。
コンタクトしたい来場者に直接アピールが可能
です。言い換えれば、積極的なお声がけがポ
イントです。
●情報掲載の仕方をうまく行って、ポイントを
明確に打ち出し、魅力を最大限に表現をす
ることが重要です。

＜来場者側の留意事項＞
●視聴可能なインターネット環境が必要。
●積極的にコンタクトをしていき、欲しい情報
を取得することが必要。

オンライン展示会のメリット/留意点
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株式会社ABC
代表取締役 山田花子

株式会社あいうえお
営業部 佐藤愛子

株式会社XYZ
情報システム部 町田太郎

株式会社いろはにほへと
技術部 相川あい

株式会社SXZ
CEO 中島健人

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
トレードショー事業部 門野 淑香

ユーザA

例えばこんな使い方 ますは、情報登録

登録は、来場者/出展社が基本。
出展者様は事前に登録をしていただきます。

企業ページで自社や製品・サービスPRを行っていただけます。
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株式会社ABC
代表取締役 山田花子

株式会社あいうえお
営業部 佐藤愛子

株式会社XYZ
情報システム部 町田太郎

株式会社いろはにほへと
技術部 相川あい

株式会社SXZ
CEO 中島健人

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
トレードショー事業部 門野 淑香

ユーザA

例えばこんな使い方 気になる情報をチェック 気になったら、チャットで連絡

出展者は、マイページにログインすると、
本イベントに登録している来場者を一
覧で確認することができます。
「探している製品・サービス」など多様な
タグ検索も活用いただけます。

来場者名をクリックすると、部署名や業務詳細などが
表示されます。気になる来場者にはピンポイントで
チャットを送信し、アプローチすることが可能です。

全国各地からの来場者が一目瞭然。
チャット機能を通じて、登録している来場者へ攻めのアプローチが可能です。
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例えばこんな使い方 チャットで盛り上がったらお互いアポイントを。

チャットの画面が立ち上がって、チャット開始

チャットでアポをとって後日、Teamsや
Zoom等のオンラインMTGに誘導した
り、電話や訪問での商談へつなげること
も可能です。
※オンラインMTGツールは自社にてご確認ください。

アポをとったら、次の気になる
来場者や、出展者へ。

アポ獲得終了後、直接の打ち合わせも可能です。

直接会議でも ONLINE会議でも 電話会議でも

15



カンファレンスプログラム（案）

前述の内容を中心に
適応したコンテンツを提供

◎エネルギー関連事業
◎IR 及び観光テック
◎データプラットフォーマー
◎モビリティ 等

基調および特別講演

旬なテーマを選定し、
各日程 2回講演予定

ナレッジシアター RoomC

380名規模 195名規模

1 基調講演

2 協賛講演 特別講演

3 協賛講演

4

5 協賛講演 協賛講演

6 基調講演

7 協賛講演

8 協賛講演

RoomC RoomC

195名規模 195名規模

1 特別講演

2

3 特別講演

4 協賛講演

5 協賛講演

6 協賛講演

7 協賛講演

8

会場

会場

テーマ：２セッション

テーマ：２セッション

2日（木）

テーマ：２セッション

3日（金）

テーマ：２セッション

テーマ：２セッション

テーマ：２セッション
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モビリティ関連事業者

サービス
MaaS関連事業者
配車サービス事業者
スマート物流関連事業者
輸送サービス事業者 etc.

技術
AD/ADAS技術、交通管理システム
予約システム、マップソリューション、
認証システム、センシング、可視光技術
etc.

IR 及び観光テック

• 関西圏および近隣自治体関係者（全国自治体等）

• エネルギー従事者

• IR 関係者

• デベロッパー、都市開発、不動産関連 etc.

<来場対象者>

データプラットフォーマー
/IT・エレクトロニクス事業者

サービス
AIソリューション 、IoTプラットフォーム
IoTゲートウェイ
センサネットワーク・デバイス
クラウドサービス、データセンター etc.

技術
制御システム、制御機器
通信モジュール・デバイス、セキュリティ
ビッグデータ活用、モバイル機器
ウェアラブル機器、遠隔監視 etc.

エネルギー関連事業及び関係事業者

コミュニティ エネルギー マネジメントシステム(CEMS)
分散型エネルギーソリューション
エネルギーマネージメントシステム(EMS)
デマンド監視システム
蓄電システム
水循環システム etc.

(IR関連事業者及びサービス事業者)
設計・デザイン、建築などの不動産開発事業者
劇場、レジャー施設などの施設運営事業者
セキュリティ・入場管理システム事業者
メディカルツーリズム関連事業者

AR/VR及びXR関連技術
顧客管理/分析システム、施設運営システム
デジタルサイネージソリューション、決済システム etc.

協賛及び出展対象企業
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協賛プランのご案内

ゴールドスポンサー シルバースポンサー 出展PRプラン

協賛（スポンサー）料金
（税別）/円

500,000円 100,000円

募集枠数 8社程度 50社

オンラインセミナー枠 提供 ― ―

公式HP スポンサー枠ロゴ掲載 スポンサー枠 ロゴ掲載（小） ―

公式HP 掲載 公式HP 一部掲載 公式HP 一覧掲載

Event Hubオンラインセミナー
サムネイル画像 ロゴ掲載

スポンサー枠 ロゴ掲載（小） ―

Event Hubオンラインセミナー
映像CM

映像CM(最大180秒)
応相談

来場者、出展者ユーザへのチャット
開始機能（ユーザ数は無制限）

150回/ユーザ 50回/ユーザ

特別メール配信 広告枠 ― ―

募集枠に限りが御座います。
空き状況など 事務局まで
お問合せください。
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協賛企業プラン
費用 500,000円（税別）

〈協賛企業プランに含まれるもの〉

公式HP
●スポンサー広告枠 ロゴ（小）掲載
●出展企業一覧掲載

オンラインセミナー
●オンラインセミナーにおけるサムネイル画像でのロゴ（小）掲載
●オンラインセミナー映像CM ※(最大180秒) 応相談
●来場者、出展者ユーザへのチャット開始数 ※150回/ユーザ

シルバースポンサー

協賛プランのご案内（8社程度）

△チャット機能 イメージ
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出展プラン
費用 100,000円（税別）

出展プランのご案内

出展PRプラン

〈出展プランに含まれるもの〉

公式HP
●出展企業一覧掲載

オンラインセミナー
●来場者、出展者ユーザへのチャット開始数 ※50回/ユーザ

△出展企業ページ イメージ

本イベント来場者へ自社製品・サービスをPRし、チャットを通じて、来場者へ直接アプローチ可能。
【イメージ】
チャットで直アプローチ → やり取り（交渉） → 後日、訪問 or  Web（電話）会議設定 → リアル商談 20



協賛プラン・出展メリット

●大阪府市のスマートシティ戦略との連動により、スマートシティづくりを目指す関西圏および近隣自治
体（全国自治体）、関連事業者等との接点構築の機会となります。
※市場拡大が見込まれるスマートシティ市場の潜在顧客の獲得・接点強化

●業界への参入意思を表明することができるとともに、スマートシティづくりに関心のある自治体、
企業等へ貴社のサービス・技術を広く認知いただけます。
※スポンサーセミナー枠 および、聴講者情報のご提供など（ゴールド協賛のみ）

●今後加速するスマートシティ市場において、社会的課題を有する地域とその課題解決策（技術・
サービス）を有する企業とのビジネスマッチングの場を提供いたします。
※見込み顧客になりうる来場者とのマッチング

●オンライン活用することで、リアルイベントでは出会えない方のと接点（ビジネス商談）を取ることが
でき、自社製品・サービス等 広範囲でPRが出来きます。
※リアルイベントとは違った集客効果

●イベント終了後も集客効果が見込めます。
※リアルイベントは短期日程で終了ですが、一定期間公開するので、終了後の集客率高い。
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お 申 込 み を お 待 ち い た し て お り ま す 。

担当：丸山、長谷川、門野、松岡

TEL：06-4964-8837 ／ FAX：03-5657-0645

supercitysmartcity@jtbcom.co.jp

＜本展示会についてのお問い合わせ＞ ◎平日電話対応 10:00～18:00

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

トレードショー事業部
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