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舶工第４６０号 

令和３年１２月２０日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 日本舶用工業会 

専務理事 安 藤   昇 

（公 印 省 略） 

 

「Offshore Technology Conference 2022」への出展募集について 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

当会の事業運営につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当会は日本財団助成事業として、「Offshore Technology Conference 2022」に

参加いたします。同展示会には、世界各国からオフショア関連企業が出展し、米国を含

む世界の市場関係者が多数来場します。なお、開催内容及び当会の参加方法につきまし

ては、前回のOTC2021より以下のとおり変更となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況次第では展示会の中止・延期等の可能性がある

ので、詳細については添付の「OTC2022出展案内」等をご一読いただき、ご了承の上お申

込みください。 

お申込みにつきましては、同封の出展申込書に必要事項をご記入のうえ、１月１７日

（月）までにEmailにて当会担当者へお申し込みいただくようお願い申し上げます。 

 

敬 具 

記 

 

［出展募集展示会］ 

「Offshore Technology Conference ２０２２」 

 開催期間：２０２２年５月２日（月）～ ５月５日（木） 

 開催場所：アメリカ合衆国 ヒューストン 

 会  場：NRG Park  

 

［展示会開催内容の変更点］ 

 OTC2021 OTC2022 

開催形式 オンサイトとオンラインの 

ハイブリッド形式 

オンサイトのみ 

出展会場 メインホールのみ メインホールのみ 

 

［当会参加方法の変更点］ 

 OTC2021 OTC2022 

出展形式 メインホールのみ（1,200ft2） ➢ メインホールのみ（1,400ft2） 
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募集内容 ➢ 9㎡のブース出展 

➢ パネル出展 

➢ 9㎡のブース出展 

➢ パネル出展 

➢ オンラインブース出展 

➢ カタログ出展 

関連イベ

ント 

➢ 野球場でのレセプション等、

の関連イベント実施取り止

め 

➢ 出展者懇親会（野球場でのレセ

プション含む） 

※新型コロナウイルス感染状

況次第で中止の可能性あり。 

 

[その他] 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う日本政府の勧告（感染症危険情報）に従い、展示

会開催の1か月前の時点で展示会開催国がLV３（渡航中止勧告）又はLV４（避難勧告）に該

当する場合、当会事務局職員の渡航は見合わせることとしておりますので、あらかじめご

了承の程宜しくお願いいたします。なお、現在、アメリカはLV３（渡航中止勧告）となっ

ています。 

 

［添付書類及び資料］ 

資料１．OTC2022出展案内  

資料２．OTC2022出展申込書  

別紙１．OTC2022出展料金表 

別紙２．オンラインブース出展について  

別紙３．OTC2022フロアマップ 

別紙４．ジャパンパビリオンイメージ 

 

［申込書の送付先及び問い合わせ先］ 

  一般社団法人日本舶用工業会 

業務部 担当：山﨑 友松  

電話：03-3502-2041 

E-mail：yamasaki@jsmea.or.jp tomomatu@jsmea.or.jp   

 

以 上 

mailto:yamasaki@jsmea.or.jp
mailto:tomomatu@jsmea.or.jp
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世界最大 Offshore Conference 

Offshore Technology Conference 2022 
 

 

 

出 展 案 内 

 

会  期 ： ２０２２年５月２日（月）～ ５月５日（木） 

開催場所 ： アメリカ合衆国 ヒューストン 

 

メインホール：1163 

 

 

一般社団法人  日 本 舶 用 工 業 会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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［はじめに］ 
本年第 54 回目を迎える当カンファレンスは、世界各国より 2,200 以上の企業が毎年一同に集い、

Offshore向け機器やエンジニアリング企業等の技術や製品を PR する世界最大の Offshore に特化した展

示会です。 

   

［展示会概要］ 
１．名 称      ：Offshore Technology Conference 2022 

２．開 催 期 間      ：2022年5月2日(月) ～ 5月5日(木) 

３．開 催 場 所      ：アメリカ合衆国 ヒューストン 

４．会 場      ：NRG Park 

５．主 催      ：Offshore Technology Conference 

 

［当工業会の参加概要］ 
１．参 加 機 関：一般社団法人 日本舶用工業会 

２．助 成 機 関：公益財団法人 日本財団 

３．指 導 機 関：国土交通省及び公益財団法人 日本財団 

４．参 加 面 積：メインホール：1400ft²  

５．出 展 形 態：日本のナショナルスタンドとして、株式会社INPEX等のOffshore上流企業と日本

パビリオンを形成（予定） 

６．ブース番号：メインホール：1163 

※OTC2022では、アリーナホールでの展示会開催は予定されておりません。 

 

［スタンドデザイン及びレイアウト等について］  
当会の出展面積範囲内でのスタンドデザイン及びレイアウト等は、後日ご案内する出展者会議に

おいて、出展企業で協議し決定致します。 

 
１． 当会で確保しているスペースは、メインホール1400ft2（奥約21ｍ×横6ｍ）です。 

２． OTC2022での募集は、原則9㎡とパネル展示、オンライン展示、カタログ展示のみとします。

12㎡以上をご希望の場合は、ご相談ください。 

３.  全出展企業の企業名の掲出、カタログ配布、企業（製品）紹介ＶＴＲにて広くＰＲする予定

としております。映像素材については個別に相談させて頂きます。 

４． スタンドイメージは「別紙４ ジャパンパビリオンイメージ」をご参照ください。 

 

［展示物の輸送について］ 
貨物輸送料金は各社にご負担いただきます。 

輸送会社の選択は自由ですが、展示会場内での作業は当会指定の輸送会社が行います。 

詳細はお問い合わせください。 

 

[関連イベントの実施について] 
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年に引き続き野球場でのネットワークレセプショ

ンは実施いたしません。その他の展示会開催期間中の出展者懇親レセプション等のイベント実施の

有無につきましては、出展者会議にて協議の上決定いたします。 

 

 

［出展料金について］ 

 「別紙１ Offshore Technology Conference 2022 出展料金表」をご参照ください。 
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［キャンセルポリシー等について］ 
１． 当会が開催する出展者会議開催の7日前の出展者都合によるキャンセルの場合は、キャンセル 

   料は一切戴きません。ただし、上記期日を過ぎてからの同上のキャンセルについては、出展料 

全額をご負担いただきます。 

２． 出展申込内容の変更につきましては、出展会議開催の14日前までに担当者宛までご連絡くださ 

い。ただし、上記期日を過ぎてからの出展申込内容の変更については、いかなる場合もお受け 

できませんのであらかじめご了承ください。 

  ３.  展示会中止・延期に伴うキャンセルの場合は、中止時期に応じて生じる経費(主催者への出展 

    料やパビリオン施工費等)が異なりますので、返金に係る詳細な金額は適宜事務局よりご連絡 

    いたします。 

４． OTC2021同様、展示会は開催されるものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、日本 

からアメリカへの渡航が制限された場合は、現地法人様のみでご対応いただく可能性がござい 

ますので、その点ご留意の上、お申込みいただきますようお願いいたします。 

 

［申込方法について］ 
出展申込書１通を下記担当者へE-mailにて送付下さい。 

いずれも先着順にて受付し、締切日以前に、募集予定規模に達した場合は、申込を締切させてい

ただきますので、あらかじめご了承下さい。 

  

 

― [申込書の送付先及び問い合わせ先］―――――――――――――――――― 

  一般社団法人日本舶用工業会 

業務部 担当：山﨑、友松 電話：03-3502-2041 

E-mail：yamasaki@jsmea.or.jp tomomatsu@jsmea.or.jp  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

［申込締切日について］ 
２０２２年１月１７日（月） ／ 電子データ必着 

 

 [そ の 他] 
 ・本出展案内に記載されていない事項については、当該出展者との協議により決定いたします。 

なお、協議が成立しない場合には、当会の定めるところによります。 

 

 

本事業は、日本財団の助成金を受けて実施します。 

mailto:yamasaki@jsmea.or.jp
mailto:tomomatsu@jsmea.or.jp


1 9㎡ ・・・￥1,820,000

2 6㎡(ﾊﾟﾈﾙ) ・・・￥1,120,000

3 オンライン ・・・￥300,000

4 カタログ ・・・￥150,000

１）企業（製品紹介）VTRの放映

２）カタログの配布

３）企業ロゴの設置

４）椅子4脚

５）机　１

６）受付カウンター　１
７）スタッフパス

※各社6枚上限

※参加企業数次第で上限変動有
８）ＷＥＢサイト　ＩＤ／ＰＡＳS

１）企業（製品紹介）VTRの放映

２）カタログの配布

３）企業ロゴの設置

４）受付カウンター　１
５）スタッフパス

※各社6枚上限

※参加企業数次第で上限変動有
６）ＷＥＢサイト　ＩＤ／ＰＡＳS

１）企業（製品紹介）VTRの放映

２）カタログの配布

３）企業ロゴの設置

４）椅子（来場者用）（共有）

５）受付カウンター　（共有）

６）インターネット回線費用（WEB会議システム費用含む）

７）ＷＥＢサイト　ＩＤ／ＰＡＳS

１）カタログの配布

２）企業ロゴの設置

３）ＷＥＢサイト　ＩＤ／ＰＡＳS

１）展示品輸送費

２）ブース内展示物製作費

３）懇親会費

◇料金に含まれるもの（カタログ）

素材提供をお願い致します。

◇料金に含まれるもの（パネル）

 別紙１　

素材提供をお願い致します。

◇料金に含まれるもの（ブースセット付き）

◇料金に含まれていないもの

※共用箇所は、出展企業の皆様ご利用可能です。

（ブースセット付き）

Offshore Technology Conference 2022 出展料金表

◇料金に含まれるもの（オンライン）
素材提供をお願い致します。



オンラインブース出展

仕様（仮）
①出展者ロゴ
②大型モニター＊40インチクラス想定
③カウンター＊展示品やカタログ配置が可能
④椅子＊来場者用
⑤カタログラック
⑥PC
⑦Web会議システムアカウント
⑧会場インターネット環境

Web会議システムを用いた、リモート出展

1.実際の説明員が対応し、来場者の関心を引く
ループ動画やパネルだけでは、伝えきれない、
立ち止まってもらえない事への対策。

2.リアル対面の感覚に近づけた仕様
大きなモニターを目線レベルに配置し、実際に対面して
いる感覚を演出。

3.フレキシブルな運用が可能
説明員の離席時は、会社紹介動画視聴や連絡先QRコードを
表示するなどの運用も可能。

※上記画像はイメージのため、実物と異なる場合がございます。 ※仕様は仮のものであるため、申し込み状況に応じて変更の可能性
がございます。

別紙２
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メインホール

駐車場

駐車場

■ Offshore Technology Conference 2022 会場全体図 (別紙３)
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JAPAN 
Pavilion

ホール入口 ホール入口

※当フロアマップは12月1日時点のもので、フロアマップ(他の出
展ブース位置等)は今後変更の可能性があります。ただし、ジャパ
ンパビリオンの位置は変更ございません。

拡大図
JAPAN 

Pavilion

UK
Pavilion

■ Offshore Technology Conference 2022 メインホール会場図（別紙３)

※ の位置にバナー広告掲載予定



 

○メインホールイメージ 

 
 

 

※上記はあくまでイメージとなりますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

ジャパンパビリオンイメージ図 

出展企業のロゴを表示します 

別紙４ 

開放的で統一感のあるデザイン 

壁一面のグラフィック（有料） 



○参考画像（OTC2021 ジャパンパビリオン） 

 
 

 


