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第 4 回日本耐震グランプリ「耐震・くらしの防災展」出展のお願い 

 

拝啓 

時下、貴社におかれましては、ますますご発展のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、私たち「東京いのちのポータルサイト」は主に地震被害の軽減を目指し、各種活

動を行っている NPO 法人です。2010（平成 22）年 11 月 11 日（木曜日）、関係団体と協力

して「第 4 回日本耐震グランプリ」を実施いたします。これは、地震被害の軽減に特に重

要な「住宅等の耐震化」、「家具の転倒防止等」に努められた企業、団体、個人を表彰し、

その成果を広くお知らせすることを目的としています。また、有識者によるシンポジウム

を行い、耐震に取り組む関係者が一堂に会し、わが国の耐震を推進していく契機にしたい

と考えております。 

 

そこで、本フォーラムでは、「耐震・くらしの防災展」と題し、耐震、家具転倒防止、

緊急地震速報、防災用品など協賛企業の製品や工法、企業の紹介パネルやカタログ等を展

示するコーナーを併設しております。フォーラムへは、多くの建築士、工務店など耐震関

係者のほか、行政、議員、大学、研究所および企業から耐震や防災に関心の高い方々の参

加が見込まれております。本展示コーナーは、これらの参加者に貴社の優れた製品や工法、

取り組みをアピールする絶好の機会になることと思われます。 

 

つきましては、本フォーラムにおける展示効果が極めて高い点をご高配いただき、是非

ともご出展いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

【お問い合わせ先】 

第 4 回耐震グランプリ実行委員会事務局 

(東京いのちのポータルサイト事務局) 

〒160-0022  東京都新宿区新宿 6-7-1 エルプリメント新宿 209 
TEL：03-5913-8560 / FAX：03-5913-7251 
E-mail：grand-prix@tokyo-portal.info 
担当：寿乃田(すのだ)、鍵屋、小田 
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I. 概要 
「耐震･くらしの防災展」は、第 4 回日本耐震グランプリの会場にて開催し、

協賛企業の製品や工法、企業の紹介パネルやカタログ等を展示し、広く関係

者へ紹介する場を提供いたしております。 

  開催日時：2010（平成 22）年 11 月 11 日（木曜日） 10：00～17：00 

  会  場：都市センターホテル コスモスホール 

（ http://www.toshicenter.co.jp/meeting/cosmos.htm ） 

 
◆◆ 申し込みについて ◆◆ 
・ 別紙申込書をご記入の上、メールまたはＦＡＸでお申し込み下さい。 
・ 企業・団体及び展示についての参考資料を事務局あて郵送してください。 
・ 出展料：10 万円〔ＡＢブース共通、１区画〕 
 

申込締切日：10 月 22 日（金）〔 出展料は 10 月 29 日（金） 〕 
 
◆◆ 準備について ◆◆ 
・ 重量物等を展示の場合は、会場がカーペットのため、出展者様で床の養

生をお願いします。 
・ 壁面への粘着テープ等の使用はできません。掲示物については、出展者

様でパネル等をご用意ください。 
・ 電源が必要な場合は、事前にお申し出の上、延長コードをご用意下さい。 
・ 会場への資料の郵送、宅急便等の受け取りは前日に限り可能です。 
・ 前日の夕方から搬入できます。 

 
◆◆ お問い合わせ ◆◆ 
第 4 回日本耐震グランプリ実行委員会事務局 
(東京いのちのポータルサイト事務局) 
〒160-0022  東京都新宿区新宿 6-7-1 エルプリメント新宿 209 
TEL：03-5913-8560 ／ FAX：03-5913-7251 
E-mail：grand-prix@tokyo-portal.info 
担当：寿乃田(すのだ)、鍵屋、小田 

 
事務所に職員が常駐しておりません。お問い合わせにつきましては、留守電に録音

していただくかメールでお願いいたします。 
 

募集スペース 
● Ａブース  ＜１０区画程度募集＞ 

長机１本（１８０㎝×４５㎝）、椅子は希望数貸し出し可 

● Ｂブース  ＜１０区画程度募集＞ 
３ｍ×３ｍ（フリースペース）、机と椅子は希望数貸し出し可 



3/7 ページ 

II. はじめに  
 

第 4 回日本耐震グランプリは、地震被害の軽減に特に重要な「住宅等の耐

震化」、「家具の転倒防止等」に努めてこられた企業、団体、個人を表彰し、

その成果を国民の皆様に広くお知らせすることを目的としています。また、

有識者によるシンポジウムを行い、耐震に取り組む関係者が一堂に会し、わ

が国の耐震を推進していく契機にしたいと考えております。 

そこで、本フォーラムでは、「耐震・くらしの防災展」と題し、協賛企業

の製品や工法、企業の紹介パネルやカタログ等を展示するコーナーを併設し

ております。フォーラムへは、多くの建築士、工務店など耐震関係者のほか、

行政、議員、大学、研究所および企業から耐震や防災に関心の高い方々の参

加が見込まれております。本展示コーナーは、これらの参加者に貴社の優れ

た製品や工法、取り組みをアピールする絶好の機会になることと思われます。 

つきましては、出展にご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

『 第 4回日本耐震グランプリ～耐震がつくる安心安全な地域社会』 
 

■日時：2010（平成 22）年 11 月 11 日（木曜日）10：00～17：00  

■会場：都市センターホテル コスモスホール（千代田区平河町 2丁目 4番 1

号） 

■主催：日本耐震グランプリ実行委員会 

■後援：全国市長会、内閣府（防災担当）、総務省消防庁、文部科学省、経

済産業省、国土交通省、東京都、東京消防庁（予定を含む） 

■参加予定者：500 人程度 

■内容（出演者については、現在交渉中を含む） 

１０：００ 受付開始 / 展示会場開始 

 １１：００ 開会 

 １１：１０ 基調講演（総務省消防庁） 

１１：５０ 休憩 / 展示会見学 

１３：００ 日本耐震グランプリ表彰 

１３：１５ グランプリ入賞者報告（４組程度） 

１４：４５ 休憩 / 展示会見学 

１５：００ パネルディスカッション 

―「まち場」から進める耐震化・家具固定（予定） 

コーディネータ 

首都大学東京教授 中林一樹氏 

パネリスト 

東京大学教授 目黒公郎氏 

東京大学附属地震研究所特任研究員 後藤洋三氏 

NPO 法人暮らしと耐震協議会理事長 木谷正道氏 

危機管理アドバイザー 国崎伸江氏 

第 4回日本耐震グランプリ受賞者  

 １６：５５ 閉会 
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III. 開催日時 
 
2010（平成 22）年 11 月 11 日（木曜日） 10：00～17：00 
 

フォーラムは、１１：００～１７:００の開催となります。 
 

IV. 会場「都市センターホテル コスモスホール」 
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2丁目 4番 1号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交通至便な都心に位置し、多数の参加者のご来場が見込まれます。

コスモスホールは、ホテルの 3 階にあり、面積 634 ㎡、収容人員は

最大 750 名を誇っています。 

詳細は、公式サイト( http://www.toshicenter.co.jp/index.htm )をご覧ください。 

■地下鉄 有楽町線 「麹町駅」半蔵門方面 1 番出口より徒歩 4 分 
■ 地下鉄 有楽町線・半蔵門線  「永田町駅」4 番・5 番出口より徒歩 4 分 
■ 地下鉄 南北線 「永田町駅」9 番出口より徒歩 3 分 
■ 地下鉄 丸の内線・銀座線 「赤坂見附駅」D 出口より徒歩 8 分 
■ JR 中央線  「四谷駅」麹町出口より徒歩 14 分 
■ 都バス  平河町 2 丁目「都市センター前」下車 

（新橋駅～市ヶ谷駅～小滝橋車庫前） 
■ 首都高速  霞ヶ関出口より 5 分 

ホール後方とロ

ビーが展示会場

となります。 
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V. 募集スペース 
今回、ご用意する出展スペースは、下記の２通りございます。 

A ブース ＜１０区画募集＞ 

・ 専有面積：長机１本（１８０㎝×４５㎝）及び周縁 

・ 椅子を希望数貸し出しいたします。 

B ブース ＜１０区画募集＞ 

・ 専有面積：フリースペース（３ｍ×３ｍ 程度） 

・ 机と椅子を希望数貸し出しいたします。 

〔注意事項〕 

・ 重いものや堅いものなどを展示される場合は、会場の床面がカー

ペットのため、出展者様にて床の養生をしていただきます。 

・ 会場壁面にはフック等がございません。また、壁面への粘着テー

プ等の使用はご遠慮ください。掲示物については、出展者様にて

パネル等をご用意ください。 

・ 電源使用の場合は、事前に事務局までお申し出の上、出展者様に

て延長コード等をご用意ください。 

※ ブースは、ホール内とロビーの２カ所に設置いたしますが、申し込み

状況に応じて事務局で割り当てをさせていただきます。また、申し込

み状況によっては、ブースの区分や専有面積の変更をお願いする場合

がございますので、予めご了承ください 

※ その他、ご希望等ございましたら、事務局までご相談ください。 

 

VI. お申し込み方法 
別紙「出展申込書」をご記入の上、メールまたは FAX でお申し込みください。 

なお、企業･団体及び展示内容についての参考資料を事務局あて郵送ください。 

・ 締切日：10 月 22 日（金） 

・ 出展料：10 万円／1 区画（AB ブース共通） 

※ 出展料については、10 月 29 日（金）までに次の口座へお振り込み

ください。 



6/7 ページ 

   【振込先】 

東京三協信用金庫 早稲田支店 普通口座  ００８６０３９ 

口座名「 特定非営利活動法人東京いのちのポータルサイト 理事長  

安井潤一郎耐震補強フォーラム口」 

    ﾄｸﾋ)ﾄｳｷｮｳｲﾉﾁﾉﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ  ﾘｼﾞﾁｮｳ  ﾔｽｲｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  ﾀｲｼﾝﾎｷｮｳﾌｫｰﾗﾑｸﾁ 

 

VII. スケジュール 
～10 月 22 日（金） 

・ 申込締め切り 
（申込書をメールまたは FAX でお送りください。

企業･団体及び出展内容を発送ください。） 

～10 月 29 日（金） ・ 出展料を指定口座へお振り込みください。 

11 月 11 日（木曜

日） 
 

 
8:30：搬入、設営開始 

 
10:00：開場 
 
15:30：閉会、撤収 
 
17:00：会場閉鎖 
 

※ 前日 10 日（日）も、夕方から会場となる都市センターホテルで設営が

可能です。また、配送されたお荷物をお預かりすることができます。

ご希望の場合は、事前に事務局までご連絡ください。 

 

VIII. 申し込み・問い合わせ先 
 
第 4 回日本耐震グランプリ実行委員会事務局 
(東京いのちのポータルサイト事務局) 

〒160-0022  東京都新宿区新宿 6-7-1 エルプリメント新宿 209 
 TEL：03-5913-8560 / FAX：03-5913-7251 
E-mail：grand-prix@tokyo-portal.info 
担当：寿乃田(すのだ)、鍵屋、小田 
 

事務所に職員が常駐しておりません。お問い合わせにつきましては、留守電に録音

していただくかメールでお願いいたします。 
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IX. 付記：事務局「東京いのちのポータルサイト」 
 

このグランプリの事務局を務める「特定非営利活動法人東京いのちのポー

タルサイト」は、この数年間、東京都内を中心にした多くのグループ、個人

が育ててきた構想の基に結成されました。 

「いのちのポータルサイト」とした所以は、東京をはじめ首都圏各地域で

ＩＴを駆使して情報発信をしているグループがたくさんあり、これらの地域

や民間の力をもとに、平常時と災害時の両方で機能する緩やかで大きな人と

人とのつながり（市民ネットワーク）をつくることを目的とした活動である

からです。そして、その結果として生まれるものの一つとして、ネットワー

クの玄関口となるホームページ（ポータルサイト）があると私たちは考えて

います。 

平常時からのつながりと信頼関係、平常時と同じ道具、仕組みを用いて、

同じ人々が被害情報などをアップすることにより、効果的な地域防災が展開

できます。地域、民間、行政が連携し、東京と首都圏中の知恵と力を集める

ならば、こうしたことも短期間に思いきった取り組みを進めることができま

す。この様な問題意識のもとに、私たちは２００２年８月２０日に「東京い

のちのポータルサイト実行委員会」を設立し、同年１２月より地域・民間が

主体となった恒常的な震災対策組織として「東京いのちのポータルサイト」

として活動しております。 

この法人は、東京はじめ首都圏各地域の様々な団体、個人が緩やかに連携

し、共同でつくりあげております。取り組む事業は、防災に関するシンポジ

ウムやフォーラム、最先端のＩＴを駆使した防災情報システムとネットワー

ク、ポータルサイトの構築、防災に関する調査研究活動などです。 

「自分たちのまちは自分たちで守る！」「自分たちが死なないために！」

をキーワードとして、首都圏の全ての地域社会、商店街、民間企業、ＮＰＯ、

大学、学校、行政関係者、更には全国、海外の人々にも連携を呼びかけ、実

際の活動へと展開しております。 


