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 当会は、日露貿易投資促進機構日本側機構の事業の一環として、2018 年 2 月 13 日(火)～15

日(木)にロシア連邦モスクワ・クロッカス展示場で開催される「国際セキュリティー技術展示会 第

23回 TB フォーラム 2018」にジャパンブースを設け、日本企業の出展を支援いたします。 

 「国際セキュリティー技術展示会 第 23 回 TB フォーラム 2018」（http://eng.tbforum.ru/）の出

展対象は、セーフシティー技術、スマートシティー技術、交通機関セキュリティー技術、銀行・金

融・経済セキュリティー技術、情報セキュリティー技術、通信セキュリティー技術、健康・教育・政

府・消防セキュリティー技術、石油ガス産業・建設産業・ショッピングモール・スポーツイベントセキ

ュリティー技術となっています。 

 「国際セキュリティー技術展示会第 23 回 TB フォーラム」はセキュリティーをテーマとしたロシア

最大級の展示会であり、2017 年の前回の展示会では、5 カ国 60 社以上の企業が出展し、約

10,000人の来場がありました。 

 そこで、当会は、日本企業に出展いただくため、35 ㎡の展示スペースを確保いたしました。ロシ

アにおけるセキュリティー技術・製品のプロモーションに、ぜひこの機会をご利用ください。なお、

「国際セキュリティー技術展示会 第 23 回 TB フォーラム 2018」への出展に加え、ロシア連邦タ

タールスタン共和国内の科学特区「インノポリス」等を訪問する「国際セキュリティー技術展示会 

第 23回 TB フォーラム 2018出展ミッション」も実施いたします。 

 「国際セキュリティー技術展示会 第 23 回 TB フォーラム 2018」への出展をご希望される方、お

よび「国際セキュリティー技術展示会 第 23 回 TB フォーラム 2018 出展ミッション」への参加をご

希望される方は、別紙 1 の募集要領をご参照のうえ、別紙 2 の展参加申込用紙にて、 

平成 29 年(2017 年)12 月１5（金）までに一般社団法人ロシア NIS 貿易会宛てに、e メールまたは

FAXにてお申し込みください。 

http://eng.tbforum.ru/


別紙１ 
国際セキュリティー技術展示会第23回TBフォーラム2018 

出展者募集要項 

＆ 

国際セキュリティー技術展示会第23回TBフォーラム2018

出展ミッション参加者募集要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国際セキュリティー技術展示会 

第23回TBフォーラム2018 
❐国際セキュリティー技術展示会 第23回TBフォーラム2018への出展のみ 

❐開催期間 

 平成30年(2018年)2月13日(火)～15日(木)(2月12日(月)設営日) 

❐会場：クロッカス展示場 第3パビリオン･ホール20(ロシア・モスクワ) 

❐募集出展者数：最大5社 

❐出展費用：無料(渡航費用、宿泊費、食費、輸送関係費は出展者負担) 

お申し込み方法 

別紙2の参加申込用紙に必要事項をご記入の上、平成29年(2017年)12月15日（金）まで

に、下記申込先までe-mailまたはFAXでお送りください。先着順で受付させていただきます。 

 

2.国際セキュリティー技術展示会 

第23回TBフォーラム2018出展ミッション 
❐国際セキュリティー技術展示会 第23回TBフォーラム2018への出展と視察 

❐実施期間 

 平成30年(2018年)2月11日(日)～18日(日) 

❐参加登録料：無料(渡航費用、宿泊費、食費等は参加者負担) 

お申し込み方法 

別紙2の参加申込用紙に必要事項をご記入の上、平成29年(2017年)12月15日（金）まで

に、下記申込先までe-mailまたはFAXでお送りください。 

お申し込み・お問い合わせ先 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

担当：原（はら）、東（あずま）TEL：03-3551-6215 

FAX：03-3555-1052  Email：webmaster@rotobo.or.jp 

〒104-0033 東京都中央区新川1-2-12 金山ビル 

 

mailto:webmaster@rotobo.or.jp


１．国際セキュリティー技術展示会第23回TBフォーラム2018 

（１）現地集合、現地解散。 

（２）ロシアへの渡航手配(査証取得、航空券、宿泊ホテル等)は、３．当会が推奨する旅行会社等を通じて

各自でご依頼ください。 

  宿泊ホテルは、展示会場に近いHampton by Hilton Moscow Stroginoを推奨します。 

  （http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hampton-by-hilton-moscow-strogino-

MOWMSHX/index.html）  

（３）朝夕の推奨ホテル⇔会場間移動の車両を当会が提供いたしますのでご利用ください。 

（４）お食事は提供しません。 

 

２．国際セキュリティー技術展示会第23回TBフォーラム2018出展ミッション  

(1)成田空港集合、現地団体行動、成田空港解散 

(2)ロシアへの渡航手配(査証取得、航空券、宿泊ホテル(Hampton by Hilton Moscow Strogino)等)は、(4)

渡航日程を参考に、３．当会が推奨する旅行会社等を通じて各自でご依頼ください。 

(3)ロシア国内全行程の車両を当会が提供します。 

(4)お食事は提供しません。 

(5)渡航日程 

 月日 時刻  

１ 

平成30年 

(2018年) 

２/１１（日） 

(11:00) 

13:10 

17:35 

 

成田空港第 1 旅客ターミナル集合 

成田空港より、SU261 便にてモスクワ・シェレメチェボ空港へ移動 

モスクワ・シェレメチェボ空港着 

ホテル(Hampton by Hilton Moscow Strogino)へ移動 

２ ２/１２（月） 終日 TB フォーラム 2018 展示会場設営 

３ ２/１３（火） 終日 TB フォーラム 2018 展示会・カンファレンス・プレゼンテーション 

４ ２/１４（水） 終日 TB フォーラム 2018 展示会・カンファレンス・プレゼンテーション 

５ ２/１５（木） 

終日 

18:10 

 

19:45 

TB フォーラム 2018 展示会および撤収作業 

モスクワ・シェレメチェボ空港より、SU1194 便にて、タタールスタン共

和国カザン空港へ移動 

カザン空港着 

６ ２/１６（金） 終日 IT 経済特区「インノポリス」訪問、視察 

７ ２/１7（土） 

12:20 

13:50 

20:00 

カザン空港より SU-1191 便にてモスクワ・シェレメチェボ空港へ移動 

モスクワ・シェレメチェボ空港着 

モスクワ・シェレメチェボ空港より、SU260 便にて成田空港へ移動 

８ ２/１８（日） 11:40 成田空港着、解散 

 

  

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hampton-by-hilton-moscow-strogino-MOWMSHX/index.html
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hampton-by-hilton-moscow-strogino-MOWMSHX/index.html


３．当会が推奨する旅行会社 

大陸トラベル、エムオーツーリスト、プロコ・エアサービス、JIC旅行センター、インツーリスト・ジャパン、

日本旅行、JTBコーポレートセールス 

詳細（連絡先等）は当会HP「信頼と実績のロシア・NIS関連サービス業者」をご覧ください。 

（http://www.rotobo.or.jp/info/link/service.html） 

 

４．展示会場について  

（１）展示会場は、クロッカス･エキスポの第3パビリオン･ホール20を予定しています。今回の注目フロアと

なります。下記図の赤丸部分にあるとおり、「ジャパンブース」として約35㎡を確保しております。出展

者のみなさまにおかれましては、このスペース内で展示していただくことになります。 

（２）構造上、ジャパンブース内に仕切りはありません。一社当たり約6～7㎡のスペースをご利用いただく

こととなります。背面や側面の壁にポスターなどを掲示していただいても結構です。なお、場所の割り

振りは必ずしもご希望に沿えないことがございますが、ご容赦願います。 

（３）基本設備として、一社当たり、展示台１つ、イス２脚、ライト１つ、カタログスタンド１つを確保しておりま

す。追加設備については個別にご相談下さい（場合によりますが、当会にて負担可能な設備と、出展

者にご負担いただく設備がございます）。 

（４）広告用スタンドバナーがご入用の場合は、一定の大きさ･印刷水準のものであれば当会負担にて対

応させていただきますので、ご相談下さい。派手な宣材があった方が注目度も高まりますので、作成を

お勧め致します。 

（５）出展者として参加される場合、サンプルや配布資料の輸送費は各社様にご負担いただきます。 

（６）出展者製品紹介文の翻訳Ａ４ １～２枚程度、プレゼンテーション資料の翻訳（パワーポイントで８スラ

イド以内）も当会負担で承ります 

 

【クロッカス･エキスポ：概略図】 パビリオン３ HALL２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推奨ホテル 

空港 

市中心部 

会場 

http://www.rotobo.or.jp/info/link/service.html


 

【TBフォーラム2018：レイアウト予定】 

 

 
 

モスクワへのフライト一覧 
※以下のフライトは2017年10月時点のものであり、航空会社の都合で変更される場合もあります。旅行手配する際は旅行社に

ご確認ください。 

※時間は現地時間。 

 

❐直行便 

曜日 便名 発 着  曜日 便名 発 着 

毎日 SU261 13:10 17:35  毎日 SU260 20:00 翌11:40 

 

曜日 便名 発 着  曜日 便名 発 着 

月水金日 JL421 10:45 15:00  月水金日 JL422 17:15 翌8:35 

 ＊空港の立地上、展示会場へのアクセスはシェレメチェヴォからの方が便利です。 

 

(了) 


