2021.8.17

2025 年⼤阪・関⻄万博に係る「出展参加説明会」について

2025 年⽇本国際博覧会（⼤阪・関⻄万博）につきまして、博覧会協会主催による企業様・団体様
向けの説明会（オンライン）の案内が参りました。
本説明会では、出展、参加の枠組みや募集スケジュール等が紹介されるとのことです。
既に多くのお申し込みを頂いているとのことですが、ライブ配信の締め切り⽇が明⽇ 18 ⽇（⽔）
となっておりますので、別添の周知紙及びリーフレットを関係企業様へ改めて周知いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
（後⽇オンデマンド配信も予定されております。
）
○⽇時・形式
・2021 年 8 ⽉ 19 ⽇（⽊）13:30〜15:00
・ライブ配信
※後⽇、オンデマンド配信
（8 ⽉ 23 ⽇（⽉）13:00〜10 ⽉ 29 ⽇（⾦）17:00 公開予定）も実施。

経済産業省

製造産業局

大阪・関西万博「出展参加説明会」（オンライン開催）について
経済産業省所管団体

御中

平素より経済産業行政に御理解、御力添えをいただき誠にありがとうございます。
2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）は、東京オリンピック・パラリンピックに続く国家的プロジ
ェクトであり、政府や関係機関が一丸となって準備を進めているところです。
「いのち輝く未来社会のデザ
イン」をテーマに掲げ、「未来社会の実験場」をコンセプトとしており、これを実現するためには、国民、
企業、地方自治体等、多様な主体の参加による新しいアイディアや先端技術を結集する必要があります。
そのためには、企業・団体の積極的な参加が必要不可欠です。
大阪・関西万博は、150 の国と 25 の国際機関の参加、2800 万人の来場者を見込んでおり、参加企業がど
のような未来社会を描き、その未来社会に向けてどのような貢献を行っていくのかを、世界に対してプレ
ゼンテーションできるまたとない機会となります。
また、万博は Society5.0 の実現に向けた未来社会の実験場として位置づけられておりますところ、会場
自体を実験フィールドとして活用することで、規制改革や実証実験に大胆に取り組むことも可能です。さ
らに、大阪・関西万博は SDGｓの達成への貢献を掲げており、参加企業の ESG 価値を高めることにもつな
がります。
参加・ご協力いただく方法として、パビリオンの出展、テーマ事業への協賛、未来社会ショーケース事
業参加など、多様な参加形態を準備しているところ、この度、大阪・関西万博「出展参加説明会」をオン
ラインにて開催する運びとなりました。
※ 本説明会へは、既に約 2000 社からの参加のお申し込みをいただいております（８月１６日時点）
万博の準備及び運営を担う公益社団法人 2025 年国際博覧会協会から各種説明を行いますので、是非、多
くの企業・団体様に説明会を御視聴いただきたく存じます。
関係団体・企業様への周知案内にお力添え賜れますと幸いです。

1．日時

2021 年 8 月 19 日（木曜日）13 時 30 分～15 時 00 分（予定）

※8 月 18 日（水曜日） 23 時 59 分までにお申込みください。
2．形式

ライブ配信

※後日、オンデマンド配信（8 月 23 日（月曜日）13 時 00 分～10 月 29 日（金曜日）17 時 00 分公開予
定）も実施します。
3．主催

公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会

4．協力（予定）

一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人関西経済連合会、関西商工会議所連合会、大阪商工会議
所、一般社団法人関西経済同友会、京都商工会議所、神戸商工会議所、日本商工会議所、公益社団法人経
済同友会、大阪府、大阪市、関西広域連合、国際博覧会推進本部、経済産業省、独立行政法人日本貿易振
興機構（JETRO）
、独立行政法人国際協力機構（JICA）
5．参加費

無料

6．プログラム（予定）
（敬称略）※登壇者・内容は変更になる可能性があります。
13 時 30 分～13 時 35 分

主催者挨拶

2025 年日本国際博覧会協会
13 時 35 分～13 時 45 分

石毛

博行

全体概要（万博概要、参加メニュー概要）

2025 年日本国際博覧会協会
13 時 45 分～14 時 05 分

副事務総長

前田 泰宏

「テーマ事業協賛」の参加概要

2025 年日本国際博覧会協会
14 時 05 分～14 時 25 分

テーマ事業ディレクター

澤田 裕二

「未来社会ショーケース事業出展」の参加概要

2025 年日本国際博覧会協会
14 時 25 分～14 時 45 分

会場運営プロデューサー

石川

勝

「パビリオン出展」及び「参加メニュー全般」の参加概要

2025 年日本国際博覧会協会
14 時 45 分～15 時 00 分

事務総長

広報戦略局長兼企画局長

堺井

啓公

申込時にいただいた質問への回答（代表的な御質問への回答）

7．参加申込及び視聴方法
参加申込ページ（https://www.ex25mtg.com）にて、必要事項を記入し、参加申込をお願いします。
後日、登録いただいたメールアドレス宛にライブ配信視聴用 URL、オンデマンド配信視聴用 URL 及びパ
スワードを送付しますので、それぞれの URL から御視聴ください。
8．参加申込期間
ライブ配信※

2021 年 8 月 18 日（水曜日）23 時 59 分まで

オンデマンド配信

2021 年 10 月 28 日（木曜日）23 時 59 分まで

※ライブ配信の応募者が多数の場合は、オンデマンド配信での御視聴を御案内させていただく場合があ
ります。
9．案内リーフレット
公式 Web サイト（https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/210719leaflet.pdf）からダウ
ンロードしてください。
（お問合せ先）
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

企画部

TEL：06-6625-8684
大阪・関西万博出展参加説明会事務局
E-MAIL：office@ex25mtg.com
博覧会協会 HP：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20210719-01/

企業・団体を対象とした

大阪・関西万博「出展参加説明会」
オンライン開催
ラ イ ブ 配 信 及 び オ ン デ マ ンド 配 信
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、
今後の２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）
について多くの企業・団体の皆様の関心を高め、具体的な参加に向けた検討を開始いただけるよう、
企業・団体を対象とした大阪・関西万博への出展参加説明会を、8月19日
（木）
にオンライン開催します。
本説明会では、
出展、参加の枠組みや募集スケジュール等を紹介し、今後、企業・団体の大阪・関西万博
への積極的な参加を募ります。

ライブ配信

2021年

8 月19 日（木）
13：30〜15：00（予定）

オンデマンド
配信

2021年8月23日（月）13:00〜

10月29日（金）17:00までを予定

参加にあたって
参加料

無料

視聴にはお申し込みが必要です。

視聴方法

お申し込みいただいた方には、視聴用URLとパスワードをお送りいたします。

参加申込方法

スマホ・タブレットの方の

参加申込ページにて、必要事項を記入し、参加申込をお願いします。後日、登録いただいた
オンデマンド配信視聴用URL及びパスワードを送付します
メールアドレス宛にライブ配信視聴用URL、
ので、
それぞれのURLからご視聴ください。

参加申し込みはこちら

申し込み期間
ライブ配信※

2021年7月19日
（月）14:00〜 8月18日
（水）23:59

オンデマンド配信

2021年7月19日
（月）14:00〜10月28日
（木）23：59まで

PC からの申し込みはこちら

※ ライブ配信を視聴される場合は、8月18日
（水）23：59までにお申し込みください。
但し、応募者多数の場合は、
オンデマンド配信でのご視聴をご案内させていただく場合がありますこと、
ご了承ください。

プログラム
①主催者挨拶
２０２５年日本国際博覧会協会

事務総長

石毛

博行

②全体概要（万博概要、参加メニュー概要）
２０２５年日本国際博覧会協会

副事務総長

③「テーマ事業協賛」
の参加概要
２０２５年日本国際博覧会協会
テーマ事業ディレクター

お問い合わせ

前田 泰宏
澤田 裕二

https://www.ex25mtg.com

（敬称略）※内容は変更になる可能性があります。

④「未来社会ショーケース事業出展」
の参加概要
2025 年日本国際博覧会
会場運営プロデューサー

石川 勝

⑤「パビリオン出展」及び
「参加メニュー全般」
の参加概要
２０２５年日本国際博覧会協会

広報戦略局長兼企画局長

堺井

啓公

⑥申し込み時にいただいた質問への回答（代表的なご質問への回答）

大阪・関西万博出展参加説明会事務局 E-MAIL：oﬃce@ex25mtg.com
主 催 ：（ 公 社 ）２０２５年日本 国 際 博 覧 会 協 会

協 力
（予定）
（一社）
:
日本経済団体連合会、
（公社）関西経済連合会、関西商工会議所連合会、大阪商工会議所、
（一社）関西経済同友会、京都商工会議所、神戸商工会議所、
日本商工会議所、
（公社）経済同友会、大阪府、大阪市、関西広域連合、国際博覧会推進本部、経済産業省、
（独）
日本貿易振興機構（ジェトロ）、
（独）国際協力機構（JICA）

