
 

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 
 

平成３０年５月１６日 

 
東京国際消防防災展 2018 を開催します  

 

 

１ 開催期間 

平成３０年５月３１日（木）から６月３日（日）までの４日間  

各日１０時００分から１７時００分まで（最終日は 16 時 30 分まで）  

※  開催スケジュールは別紙１参照  

２ 開催場所 

  東京ビッグサイト  江東区有明三丁目１１番１号  

  東５・６・７ホール、東屋外特設会場  

３ 主催 

  東京消防庁、株式会社東京ビッグサイト、東京国際消防防災展２０１８実行

委員会による共同開催  

４ 主な内容（別添え参照） 

⑴  多彩なステージイベント  

  ゲストタレントを招いてのオープニングセレモニーを筆頭に、有識者によ

る講演や子ども向けショー及び消防防災に関わる各種コンテストなどを実施

します。  

⑵  迫力の消防演習  

  消防救助機動部隊（ハイパーレスキュー）を中心とした当庁の部隊に加え、

近隣消防本部、横須賀米海軍消防隊、国際救助隊等が一堂に会し、大規模な

消防演習を実施します。  

⑶  魅力的な参加型展示  

  ＶＲ技術を用いた最新の防災体験車や東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会で正式種目となった「ボルダリング」と「プロジェクション

マッピング」を掛け合わせた『ボルダピング』など、子どもから大人まで楽

しみながら消防・防災について学習できる展示です。  

 

～５年に１度のビッグイベント～ 

東京消防庁では５月３１日から６月３日までの期間、東京ビッグサイト

において「東京国際消防防災展２０１８」を開催いたします。  

このイベントは５年に一度開催される国内最大級の消防防災に関する展

示会で、開催期間中は様々な防災体験ができるイベントや大迫力の消防演

習など、子どもから大人まで防火防災を楽しみながら学べるプログラムが

数多く行われます。  



 

⑷  国内外の企業による最新の消防防災関連技術・製品等の展示  

  約３００の企業や団体による防災に関するブースが出展いたします。  

（参加数は平成３０年３月末現在）  

※  詳細は「東京国際消防防災展２０１８」公式Ｗｅｂサイトでもご紹介してい

ます。（http://www.fire-safety-tokyo.com/）  

５ 取材について 

⑴  取材を希望される場合は、５月２５日 (金 )１７時００分までに別紙２の取材

申込書により広報課報道係までお申込みください。  

⑵  取材可能なイベント等については別紙１を参照してください。  

⑶  開会前日の５月３０日（木）に報道機関向けの事前公開を実施します。  

⑷  次のイベントは報道機関向けレクチャーを下記のとおり行います。  

（別紙１、別図参照）  

内  容  レク時間  場  所  

報道機関向け  

事前公開  
５月３０日（木）１５時００分  東６ホール入口  

オープニング  

イベント  
５月３１日（木）９時００分  

東６ホール  

メインステージ前  

国際救助隊  

合同訓練  
６月１日（金）  ９時４５分  東屋外特設会場  

クロージング  

セレモニー  
６月３日（日）１５時４０分  

東６ホール  

メインステージ前  

⑸  入場の際は、必ず報道機関受付で受付を行い、入場パスカードを受領して

ください。入場パスがないと会場内に入場できません。（別図参照）  

⑹  取材時は必ず自社腕章と入場パスカードを着用し、係員の指示に従ってく

ださい。  

⑺  報道機関専用の駐車場はありません。会場内の有料駐車場等をご利用くだ

さい。  

６ 同時開催イベント 

 ⑴  アジア消防長協会（ＩＦＣＡＡ）総会及び全国消防長会総会  

 ⑵  国際救助隊合同訓練  

  ※  国際救助隊合同訓練終了後に、アジア消防長協会と全国消防長会の合同

による記者会見が予定されています。  

    詳しくは全国消防長会事務局（㈹03-3234-1321）へお問合せ下さい。  

 

 

問合せ先 

 東京消防庁㈹  03-3212-2111 

広報課報道係  内線 2345～2350 



　　　　　別紙１　　　　　　　「東京国際消防防災展2018」及び関連イベント開催スケジュール

時間 6月2日(土） 6月3日(日）

9:00
国際消防防災展 国際消防防災展 国際消防防災展 国際消防防災展

5月31日(木）

10:00

11:00

第３０回アジア消防長協会総会
第７０回全国消防長会総会

合同開会式
10:30～11:20

（7階国際会議場）

12:00

定例会議
11:30～12:10

（7階国際会議場）

17:00

13:00

特別講演　12:10～12:20（7階国際会議場）

全国消防長会
ＩＦＣＡＡ

各国消防事情発表
14:10～15:30

（7階国際会議場）

消防職員意見発表・表彰
15:30～15:50

（7階国際会議場）

ＩＦＣＡＡ
海外会員

エクスカーション
防災視察
13:10～17:30

国際救助隊合同訓練
10:00～10:30

（東屋外特設会場）

東京国際消防防災展2018
開会式

(ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ)
9:30～10:00

16:00

消防機器論文
表彰・発表
15:50～16:50

（7階国際会議場）

東京２０２０大会
ＰＲイベント

13:30～14:30

15:00

オープニングイベント
10:25～10:45

ケロポンズコンサート
11:45～12:45

おいしく、しっかり
災害に備える

～身近な防災食講座～
管理栄養士

今泉マユ子さん
13:30～14:30

防災「和」スイーツコンテスト
国際パティシエ調理師

専門学校
国際製菓専門学校

14:45～15:45

14:00

第41回全国消防職員
意見発表会
12:40～14:00

（7階国際会議場）

あの街この街 防災音頭
11:45～12:15

ポケモンショー
12:45～13:15

江戸消防記念会演技
10:00～10:30

6月1日(金）

ポケモンショー
10:30～11:00

合同記者会見
11:00～11:40
（608会議室）

資生堂
ビューティーアップ講座

～心を癒すビューティーの
ちから～

箕浦静枝さん
11:00～12:00

全国消防長会
ＩＦＣＡＡ

※防災展開催中の企業出展については、10:00～17:00（最終日は16:30）まで実施しています。
※全国消防長会/ＩＦＣＡＡ関連イベントについては、全国消防長会事務局(03-3234-1321)にお問合せください。

消防演習
11:00～11:30

命を守る３つの「ない」と
３つのポーズ

慶應義塾大学准教授
大木聖子さん
14:00～15:00

消防団ＰＲイベント
15:15～15:45

防災漫才ライブ
16:00～17:00

防火防災標語表彰式
10:45～11:30

くまもんショー
東京消防庁

ストリートダンス同好会
11:45～12:15

消防少年団競技会
開会式

予選/準決勝/決勝
13:00～15:00

フラガールショー
15:00～15:30

東京国際消防防災展2018
クロージングセレモニー

閉会式
16:00～16:30

合同閉会式
16:10～16:50

（7階国際会議場）

総会
13:10～15:30

（7階国際会議場）

・・・当庁レクあり ・・・当庁レクなし ・・・全国消防長会 ＩＦＣＡＡ関係

 



別紙２ 

 

 東京国際消防防災展 2018 取材申込書  
 

宛 先：東京消防庁企画調整部広報課報道係  

ＦＡＸ：０３－３２１３－１５２６ 
Ｅ‐ｍａｉｌ：houdou@tfd.metro.tokyo.jp 

※5 月２5 日（金）１７時までにご提出願います。 

 

 

 ■ 御社名                                 

   

№ 取材ポイント 
代表者氏名 

（代表者連絡先） 
人員 

１ 

５月３０日（水） 

報道機関向け 

事前公開 

 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

２ 

５月３１日（木） 

オープニング 

イベント 

 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

３ 
６月１日（金） 

国際救助隊合同訓練 

 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

４ 

６月３日（土） 

クロージング 

セレモニー 

 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

５ 

６月１日（金） 

アジア消防長協会 

全国消防長会 

合同記者会見 

 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

６ 

その他希望する内容 
 

 

（電話） 

ペ ン  （    人） 

スチール （    人） 

ムービー （    人） 

※ 代表者連絡先につきましては、荒天等により予定が変更になった場合など、連絡いたし

ますので、当日連絡が取れる連絡先をご記入願います。 

 ※ 企業出展エリアの取材については、東京ビッグサイト及び出展企業にお問合せ下さい。 



メイン
ステージ

報道
受付

会 場 案 内 図

・・・企業出展エリア

・・・屋内会場

・・・屋外特設会場

東３ホール 東２ホール 東１ホール

東４ホール

東８ホール

別 図

◆ 必ず、報道受付で受付けし、入場パスを受け取ってください。

入場パスは開会期間中使用できますが、最終退場時に受付へ返却してください。

◆ 開会式専用の受付を５月３１日8:00～10:00の間、東６ホール入口に設置します。

◆ 各会場の詳細はリーフレットをご確認ください。

開会式
報道受付



H1ダミー

Tokyo International
Fire and Safety
Exhibition 2018

 ５月３１日
オープニングイベント 10:25～10:45
お子様に大人気！ ケロポンズコンサート 11:45～12:45
おいしく、しっかり災害に備える！～身近な防災食講座～ 13:30～14:30
防災「和」スイーツコンテスト 14:45～15:45 
 ６月1日
資生堂ビューティーアップ講座～心身を癒すビューティーのちから～ 11:00～12:00
東京2020大会PRイベント 13:30～14:30
 ６月２日
出張！ポケモンスクール！！ ～ナッシー!?からの試練～ 10:30～11:00
あの街この街 防災音頭 11:45～12:15
出張！ポケモンスクール！！ ～ナッシー!?からの試練～ 12:45～13:15
命を守る３つの「ない」と３つのポーズ 14:00～15:00
消防団PRイベント 15:15～15:45
防災漫才ライブ 16:00～17:00
 ６月３日
江戸消防記念会演技 10:00～10:30
防火防災標語表彰式 10:45～11:30
子供向けショー 11:45～12:15
消防少年団競技会 13:00～15:00
スパリゾートハワイアンズ フラガールショー 15:00～15:30
クロージングセレモニー 15:40～16:30

関連会議の同時期開催により、アジア・オセアニア地域（１９か国３地域）
及び日本全国から主要な消防関係者が一堂に集結
http://www.fcaj.gr.jp

イベントスケジュール

公益財団法人 東京連合防火協会／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
／一般財団法人 東京都消防懇話会／東京消防機器研究会／公益財団法
人 東京防災救急協会／東京消防信用組合／一般財団法人 東京消防協
会／一般社団法人 東京防災設備保守協会／公益財団法人 日本防炎協
会／東京ガス株式会社／日本たばこ産業株式会社／明治安田生命保険
相互会社／一般財団法人 日本消防設備安全センター／東京地下鉄株式
会社／櫻護謨株式会社／株式会社ゼンリン／株式会社モリタホール
ディングス／セコム株式会社／東日本旅客鉄道株式会社／一般財団法
人 消防試験研究センター／株式会社日立製作所／有限会社報恩会／一
般社団法人 日本火災報知機工業会（順不同）

東京国際消防防災展2018実行委員会 会員

りんかい線
・「国際展示場」駅下車徒歩約7分

ゆりかもめ
・「国際展示場正門」駅下車徒歩約3分

バス
・「東京駅八重洲口」バス停（東16系統・豊洲駅経由）より約40分
・「東京駅丸の内南口」バス停（都05系統・勝どき駅前経由）より約40分
・「門前仲町」バス停（門19系統・豊洲駅前経由）より約30分

車　※首都高速ご利用の場合。

・都心方面→高速11号台場線→「台場」出入口から約5分
・横浜・羽田方面→高速湾岸線→「臨海副都心」出入口から約5分
　　　　　　　　高速10号晴海線→「豊洲」出入口から約5分
・千葉・葛西方面→高速湾岸線→「有明」出入口から約5分
　　　　　　　　高速10号晴海線→「豊洲」出入口から約5分

場
会 東京ビッグサイト 東５・６・７ホール

東屋外特設会場

期
会 2018年5月31日（木）
10：00─17：00（最終日は16：30まで）

6月3日（日）

主催：東京消防庁
　　　株式会社東京ビッグサイト
　　　東京国際消防防災展2018実行委員会

東京国際消防防災展 検索

http://www.fire-safety-tokyo.com/入場無料
（登録制）

会場アクセス

アジア消防長協会（IFCAA）総会及び全国消防長会総会同時期開催
※当日イベント内容が変更になる場合があります。

IFCAA

防火管理などに関するお問合せは

平成30年6月15日（金）開設予定

東京消防庁
火災予防（防火管理）コールセンター

☎０３－３２５３－０１１９

Administrator
タイプライターテキスト
別添え



東京国際消防防災展は５年に一度のビッグイベント！！ 

●まちかど防災訓練車
まちかど防災訓練車を使った初期消火を体験する
ことができます。
●煙体験ハウス
人体に安全な煙で火災の煙を疑似体験し、煙の怖さ
や避難時の注意点を学ぶことができます。
●ミニカー・ミニ防火衣
お子様向けにミニカーの運転コーナーやミニ防火
衣を着られるコーナーを設けます。
●消防車乗車体験
ポンプ車やはしご車の乗車体験を実施します。
　実施時間　１１：４０～１２：４０
　　　　　　１３：４０～１４：４０
　　　　　　１５：４０～１６：４０
※６月３日の１５：４０～１６：４０の回は実施しません。
※体験人数には限りがあります。

●消防演習
東京消防庁、緊急消防援助隊、国際救助隊、横須
賀米海軍消防隊などが合同で、総合的な消防演習
を披露します。
　演習時間　１１：００～１１：３０
　　　　　　１３：００～１３：３０
　　　　　　１５：００～１５：３０
※６月１日は１１：００～１１：３０の回を実施せず、１０：１０～
　１０：３０に国際救助隊との合同訓練を実施します。

国内最大級の消防防災の展示会に国内外の
関連企業などが集結！ 出店規模は過去最大！

屋外会場

企業出展

消防車への乗車や初期消火などの体験コーナーと
迫力満点の消防演習がお出迎えします！

●ＶＲ防災体験車
ＶＲ技術を活用した防災体験車が登場！今までに
ない臨場感のある防災体験が待っています。
※体験人数には限りがあります。

●ボルダリング・ボルダピング
会場にそびえる８ｍのクライミングウォールにチャ
レンジできます。また、ボルダリングとプロジェク
ションマッピングを掛け合わせた「ボルダピング」も
楽しめます。
●トミカ
みんな大好きトミカのミニカー！消防車や救急車が
並ぶジオラマがやってきます。
●東京の消防の歴史
東京の消防の昔と今を江戸・近代・現代の道具や
車の違いから学習することができます。
●車両展示
消防ヘリコプター、スーパーアンビュランスなどの
珍しい車両等がやってきます。

●東京消防フォト甲子園
東京消防庁管内の高校に通う生徒たちが「消防・防災」
をテーマにした写真で競い合う、その名も「東京消防
フォト甲子園」　優秀な作品は会場で展示され、最終日
に表彰式が行われます。
●政策広報コーナー
東京消防庁の政策を広く周知するため、広報コーナー
を設置します。応急救護や身の回りで起こる火災の実
演、消防団や消防少年団、優マークのご案内を予定し
ています。
●休憩コーナー
会場には飲食が可能な休憩コーナーをご用意しています。
また、被災地や消防団の物産やＰＲコーナーがあります。
●スタンプラリー
会場内ではスタンプラリーを実施し、すべてのチェック
ポイントを周った方にはオリジナルグッズをプレゼント
します。

屋内会場 消防・防災に関わるいろんな展示が目白押し！   お子様から大人までお楽しみいただけます！

特設ステージで注目のイベントをPickup！ピックアップイベント

●展示規模
約270社・団体　約1,600小間（２月末現在）

VR防災体験車

トミカ

ボルダリング

ボルダピング

東京の消防の歴史 車両展示

まちかど防災訓練車

消防車乗車体験

消防演習

東3ホール 東2ホール 東1ホール

東4ホール東5ホール東6ホール東7ホール

東8
ホール

●フロアマップ

屋外会場 屋内会場 企業出展ゾーンメインステージ

国内最大級

その他消防防災に関係する多彩なイベントをご用意してお待ちしております！

資
生

堂
ビューティースペシャリスト  箕

浦 静
枝

さ
ん

資生
堂ビ

ュー
ティ

ーアップ講座～心身を癒すビューティーのちから～

6
1

慶

應義塾大学　准教授　大木 聖
子さん

『
命

を
守

る３
つの「ない」と３つのポーズ

』

 防災漫才ライブ

6
2

管理栄養士  今泉 マユ子さん

お
いし

く、
しっ

かり

災害に備える！～身近な防災食
講

座
～ お

子
様

に大人気！ ケロポンズコンサ
ー

ト

6
2

5
31 5

31

女優 波瑠さん

5
31オープニング

イベント

クロージングセレモニー
元新体操日本代表

畠山 愛理さん
6

3

ケロポンズ

一般社団法人 漫才協会

防
災「

和」スイーツコンテスト

5
31

国
際

パ
ティシエ調理師専門学校  国際製菓専

門
学

校

※展示内容は変更となる場合があります。

※イベント内容や出演者は変更となる場合があります。
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