
出展申込書　 出展申込締切日：2022年 5月 27日（金）
1. 裏面の「出展規定」をご確認のうえ、お申込みください（本申込書のご提出は、「出展規定」の規則に同意するものとします）。
2. お申込みに際しては、出展製品情報、会社案内（初回出展の方のみ）を添えて、ご捺印のうえ申込書原本をご郵送ください。

2022年9月27日（火）–28日（水）　
東京都立産業貿易センター 浜松町館

3. 出展に関する情報
申込小間数・出展料金（お申込プランにチェック□してください。なお、形状の異なる小間を複数組合わせての申込みはできません。）

申込プラン –パッケージブース– 料金（消費税別） 申込小間数 出展料金（消費税別）
□ A：1 小間（9㎡：間口3m × 奥行3m） ¥300,000 × =¥
□ B：1 小間（6㎡：間口3m × 奥行2m） ¥230,000 × =¥

【パッケージブースにふくまれるもの（1 小間の場合）】
–  システムパネル（高さ2.4m）／LED スポットライト（6W）× 2／2口コンセント（100V / 800W まで使用可）× 1
–  施工・撤去・資材運搬費、電気工事代および電気使用料（1kW まで）
–  パラペットおよび社名板（社名・小間番号）× 1
※ 社名板は角小間の場合は有料にて追加可能です。
※ 上記料金はパッケージブース設備等込みの料金ですが、設備の全ておよび一部が不要な場合も料金の減額および返金はございません。
※ パッケージブース内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※ 会場構成上、プランごとに用意できる小間数が異なります。お申込みのタイミングによってはご希望のプランがご用意できない可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※ 消費税を別途申受けます。

□ C：オンサイトショーケース（内寸：幅55cm × 奥行き52cm × 高さ29cm） ¥250,000 × =¥
【オンラインショーケース出展にふくまれるもの】
–  製品・サンプル展示用ショーケース×1／オンラインミーティング用タブレット×1／動画再生用モニター×1
–  展示エリア・オンラインアクセスアシスタントスタッフは共有となります。
※ 消費税を別途申受けます。

実機展示予定　□なし □あり（詳細： 総重量 　　　　kg ）
※ 東京都立産業貿易センター 浜松町館の利用ホールでの天井高は5.0m、耐重量は1t/㎡、荷物用エレベーターの積載量は3t（カゴ内寸法 W3.0m × D3.5m × H2.6m）および 

5t（カゴ内寸法 W4.0m × D3.5m × H2.6mもしくはW3.2m × D4.0m × H2.6m ）です。
※ 装飾および展示品の高さ制限は2.7ｍです。

来場者へのアピールポイント
□ 初出展　　　□ 新製品　　　□ 実機展示　　　□ 受託製造　　　□ 代理店募集　　　　　

来場ターゲット（複数回答可）
□ オートメーションおよびハンドリング □ 自動車 □ 航空・宇宙 □ 鉄道・造船・輸送 □ 建設・建築・不動産・インフラ
□ ヘルスケア・デンタル技術・医療技術 □ エレクトロニクス・半導体 □ 産業機器・精密機器・ロボット □ 民生機器 □ プラントエンジニアリング・オフショア 
□ 電力・エネルギー □ 加工・委託加工 □ 素材・材料 □ 化学 □ 食品・医薬品
□ 小売 □ インテリア・消費財・宝飾品 □ ICT・ソフトウェア・通信 □ コンサルティング・調査 □ 商社・輸出入業・リース業
□ 大学・研究機関 □ 官公庁、協会団体、大使館
□ その他（ ）

出展予定製品　※5つまで選択可（チェックされた項目が出展者検索ページ原稿に反映されます。後で変更可能です）　
□ 造形ソリューション □ 素材・材料  □ 製造準備・前加工 □ 部品加工・表面加工ソリューション・後加工 □ 受託製造サービス・デザイン・製品開発 
□ 工具・金型 □ ソフトウェア □ 品質管理・計測 □ 認証・規格 □ 研究開発 □ 団体・出版
□ その他（ ）

出展製品（具体的に） 

お問合せ：Formnext Forum Tokyo事務局 メッセフランクフルト ジャパン（株）  
〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel 03-3262-8410　Fax 03-3262-8442　E-mail info@formnextforum.jp　Web www.formnextforum.jp

1. 貴社情報　※会社登記上の社名と本社住所をご記入ください。  　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日

社名（和）

フリガナ
社印

※ 電子印または印刷後
に捺印してください

（英）

本社住所
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

代表 Tel Web

貴社業種
※該当するものにチェックをお願いします
□製造業　□輸出入業・商社　□卸・問屋　□小売業　□官公庁・公社・団体　□サービス業　□その他（ ）

2. イベントご担当者情報　※ご連絡窓口となる方の情報をご記入ください。請求書送付先が、見本市ご担当者情報と異なる場合は主催者までご連絡ください。

担当者名
フリガナ 担当者 Tel

※両番号をご記入のうえ主たる 
　連絡先にチェックをお願いします

□（会社電話）

□（携帯電話）

担当者部署・役職 担当者 E-mail

※社名（和）
フリガナ

※（英）

※上記1と異なる場合のみ記入 ※上記1と異なる場合のみ記入

※住　　所
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

※上記1と異なる場合のみ記入

事務局使用欄 ① SLX □　② CNF □　③ INV □　④ EMS □

共同出展者　□なし　 □あり　次頁の共同出展者情報も必ずご記入ください。



共同出展者

主催者では来場者やメディア等への情報発信の適正化を目的とし、見本市国際基準に則った出展者数カウントを実施いたします。
それに伴い、共同出展者の定義が以下の通り変更となります。以下の条件を満たした場合のみ、共同出展者と認定いたします。
また、共同出展者は自社の出展者検索ページ（一部項目を除く）を持つことが可能になります。

①貴社のブースで、共同出展者の製品 /サービス等が展示されていること
②貴社のブースで、共同出展者のスタッフが会期を通じて常駐していること

共同出展者情報 1（*必須）

社名（和）*

フリガナ *

（英）*

本社住所 *
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

代表 Tel* Web*

担当者名 *

フリガナ *

担当者部署・役職

担当者 Tel 担当者 E-mail*

住　　所 *
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

国名
※ 共同出展者本社住所と異なる場合のみ記入

業　　種　□製造業　□輸出入業・商社　□卸・問屋　□小売業　□官公庁・公社・団体　□サービス業　□その他（ ）

出展予定製品　※3つまで選択可（チェックされた項目が出展者検索ページ原稿に反映されます。後で変更可能です）

□ 造形ソリューション □ 素材・材料  □ 製造準備・前加工 □ 部品加工・表面加工ソリューション・後加工 □ 受託製造サービス・デザイン・製品開発 
□ 工具・金型 □ ソフトウェア □ 品質管理・計測 □ 認証・規格 □ 研究開発 □ 団体・出版
□ その他（ ）

共同出展者情報 2（*必須）

社名（和）*

フリガナ *

（英）*

本社住所 *
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

代表 Tel* Web*

担当者名 *

フリガナ *

担当者部署・役職

担当者 Tel 担当者 E-mail*

住　　所 *
（〒　　　　　━　　　　　　　） 都道府県 市区町村

以下住所 ビル名

国名
※ 共同出展者本社住所と異なる場合のみ記入

業　　種　□製造業　□輸出入業・商社　□卸・問屋　□小売業　□官公庁・公社・団体　□サービス業　□その他（ ）

出展予定製品　※3つまで選択可（チェックされた項目が出展者検索ページ原稿に反映されます。後で変更可能です）

□ 造形ソリューション □ 素材・材料  □ 製造準備・前加工 □ 部品加工・表面加工ソリューション・後加工 □ 受託製造サービス・デザイン・製品開発 
□ 工具・金型 □ ソフトウェア □ 品質管理・計測 □ 認証・規格 □ 研究開発 □ 団体・出版
□ その他（ ）

※共同出展者が 2枠を超える場合は、事務局までご相談ください。

共同出展者の条件



Formnext Forum Tokyo　出展規定
1. 出展申込
出展を希望される方は、本出展規定をご確認になり、出展申込書に必要事項をご記入・ご捺
印のうえ、下記提出資料とともに、メッセフランクフルト ジャパン株式会社（以下、「弊社」と
いいます。）までお送りください。弊社にて申込書受領後、「出展申込書受領確認書」を発行し、
送付いたします。この「出展申込書受領確認書」の発行をもって、本イベントへの正式な出展申
込みとします。
［提出資料］出展製品情報／会社案内（初回出展の方のみ）

2. 出展申込締切
申込締切日： 2022年5月27日（金）
ただし、締切日以前でも、予定小間数に達した時点でお申込みを締切らせていただく場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

3.出展料金支払
出展申込書受領後、請求書を発行しますので、請求書記載の支払期日までに出展料金を指定
口座へお振込みください。なお、振込手数料は振込人にてご負担願います。各支払期日まで
に出展料金のご入金を確認できない場合、出展を取消しとさせていただくことがあります。
出展料金（消費税別）

A：1 小間（9㎡：間口3m×奥行3m）〔パッケージブース込み〕 ￥300,000

B：1 小間（6㎡：間口3m×奥行2m）〔パッケージブース込み〕 ￥230,000

C：オンサイトショーケース出展 ￥250,000

※消費税を別途申受けます。

4. 出展申込後の取消し
出展申込書受領後に申込面積の一部または全部を取消すことは認められません。ただし、取
消理由を書面で通知いただき（以下、「取消通知」といいます。）、弊社がやむを得ない理由によ
るものと判断した場合は取消しを認め、下記の基準でキャンセル料を申し受けます。
～取消しの日付は取消通知の受領日を基準とします～
■ 「出展申込書受領確認書」の日付以降の取消しの場合は出展料金総額の50％を申し受けま
す。

■ 「小間位置確定書」における「確定日」以降の取消しの場合は、出展料金総額の100％、お
よび出展取消しに伴い弊社での費用負担が発生した場合はその実費も申受けます。

■ 出展料金以外の「プロモーションツールのご案内」に従い申し込んだ有料プロモーションツー
ルの料金（以下、「その他費用」といいます。）につきましては、申込書の規定に準じます。

5. 小間位置の決定
出展料金の50％の入金が確認でき次第、出展申込順・小間数・出展カテゴリーに応じて各出
展者の小間位置を決定します。なお、運営上やむを得ない必要性が生じた際には、決定した
小間位置を変更する場合があります。

6. 出展面積の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
弊社の許可なしに、出展者が出展面積の一部あるいは全部を第三者に転貸、売買、譲渡、交
換することはできません。弊社の許可を得ずに転貸、売買、譲渡、交換を行った際には、両者
の出展が無効となる場合があります。

7. 自社小間以外での禁止事項
出展物や装飾は必ず自社小間のスペース内に収めてください。自社小間スペース以外での、カ
タログ・サンプルなどの配布、アンケート、呼込行為、デモンストレーション等の宣伝活動や、
空箱・梱包資材等の放置も禁止します。それらの行為が認められた場合には、出展を取りや
めていただく場合がございます。

8. 補償
出展者が他の小間、弊社運営設備、またはイベント会場の設備および来場者等に損害を与え
た場合は、その補償は出展者の責任となります。

9. 保険
出展者または出展製品により来場者や他の出展者、弊社またはイベント協力会社に対して損害
を与えた場合や、出展製品や備品などの盗難に遭った場合等に備えるため、出展者は、会場
への出展物搬入開始から撤去までの期間、必要と思われるものについて損害保険に加入するこ
とをお勧めします。

10. イベントの延期・中止
天災・人災・疫病・ストライキ・戦争・テロなどの不可抗力により本イベントの開催が困難で
あると判断された場合、または本イベントの開催が出展者全体の十分な成果につながらないと
判断された場合、弊社は本イベントの延期または中止の判断を下すことがあります。延期また
は中止となった場合には下記に従い、出展料金について次回開催への繰り越し、または返金を
出展者が選択できます。それ以外に出展者に生じた費用については、弊社は一切の責任を負
いません。なお、出展料金以外のその他費用につきましては、全額返金いたします。
≪繰り越しの場合≫
延期・中止決定の日にちに関わらず、お預かりしている出展料金の全額を次回開催に繰り越し
ます。繰り越しによって差額が生じる場合、不足分は新たに請求し、余剰金は以下の返金率に
従い返金いたします。但し、次回開催への繰り越しが困難な事情が生じた場合には、弊社は、
当初お申込みいただいた本イベントの延期・中止決定の日にちに応じて以下の返金率に従い返
金をすることができるものとします。
≪返金の場合≫
延期・中止決定の日にちに応じて、必要経費を差し引き以下の返金率に従い返金いたします。
搬入日の30日以上前まで ： 支払金額の70%を返金
搬入日の29日前から7日前まで ： 支払金額の50%を返金
搬入日の6日前から搬入日前日 ： 支払金額の30%を返金
搬入日以降 ： 返金なし

11. イベントの開催時間短縮
天災・人災・疫病・ストライキ・戦争・テロなどの不可抗力により、弊社は本イベントの開催
期間および開催時間を短縮する場合があります。開催期間または開催時間を短縮した場合、弊
社は出展料金およびその他費用の返金の責任は負わないものとします。

12. 出展物の搬入・搬出、装飾工事と撤去
出展物等の会場への搬入・搬出および装飾工事、その他準備についての詳細は、本イベント
開催の約2カ月前までにお送りする出展マニュアルにてご案内いたします。

13. 原状回復
出展者は本イベント終了後、出展マニュアルで定められた指定搬出時間内に必ず原状回復を行
わなければなりません。出展マニュアルで定められた出展者搬出終了時刻前であっても、出展
者が時間内に原状回復をすることができないと弊社が判断した場合、弊社が搬出を行うことが
でき、搬出にかかった費用は出展者が全額支払うものとします。また、その際に発生した出展
物や装飾品の破損・紛失を含む一切の損害についても出展者が負うものとします。なお、弊社
による搬出の有無にかかわらず出展者の責任により会場返却ができず、弊社に対して会場また
は次の会場利用者から損害賠償請求がなされた場合はその一切を当該出展者が支払うものと
します。

14. 入国査証に関する免責
出展関係者は出展料金全額および招聘状発行サービス手数料の入金確認をもって日本入国査
証取得のための招聘状発行サービスを受けることができます。
【招聘状発行サービス手数料：15,000円（消費税別・送料込）／ 1 名】
1小間につき2名まで申請が可能となります。再発行および再転記の手続きが必要な場合には、
追加料金（払戻し不可）が課金されます。弊社は、査証申請の結果についてはいかなる責任も
負いません。また、申請先の領事館等から招聘状の発行を拒否された事により出展を取り消す
場合、「4. 出展申込後の取消し」に基づきキャンセル料を申し受けます。

15. 輸入通関手続きに関する免責
弊社は、出展に関する輸入通関手続きのための適切なサービスを提供します。ただし、申請の
結果についてはいかなる責任も負いません。

16. 防災法規の遵守
出展者はイベント会場に適用されるすべての防災・安全法規を遵守していただきます。消防署・
会場・弊社または弊社が委託した会社の査察・確認により、出展者が防災・安全法規またはルー
ルを遵守していないと判断した場合、速やかに是正していただくか出展を取り止めていただくこ
とになりますのでご注意ください。

17. 知的財産権の保護
特許、実用新案、意匠、商標の権利を保護する必要のある製品、サービス、技術などについ
ては、イベント開催前までに特許庁にて所定の申請手続を行ってください。また、出展の申込
みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、お申込みください。
出展申込書の受領後に、同出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお
断りすることがあります。その場合、出展料金は返金いたしません。
本イベントは特許法、意匠法その他の知的財産権に関する法令等に基づき認められた、出展
者が保有する諸権利を尊重します。会期期間中に知的財産権に関する出展者間の問題が生じ
た場合は、上記法令等に基づき裁定されます。よって弊社は、上記法令等に即し当該出展者
の違法性が明確に証明された場合、当該出展物の撤去を勧告・撤退を実施する権利を保有し
ます。また、上記法令等に基づく存続期間の経過後に、その権利内容に基づいた展示物が第
三者から出展された場合は下記の通りとなります。
■ 当該権利の元来の保有者が、継続して当該権利に基づく製品を生産している（正規の継承者
がいる）場合、第三者たる出展者は当該製品の出展を不可とします。

■ 会期期間中に当該製品の出展が確認された場合、弊社は当該出展物の撤去を通告・実施
する権利を有します。

■ 当該権利の権利期間失効の後、当該権利に基づく製品の生産者がいない（正規の継承者が
いない）場合はその限りではありません。

18. イベントの運営と免責
弊社はイベントの業務を円滑に実施するために、本出展規定に記載のない事項について、新た
に各種規則等の制定を行い、または、本出展規定を含む各種規則等の変更を行うことができま
す。本出展規定を変更した場合、弊社は本イベントのウェブサイトにおいて変更内容を開示し
ます。出展者が本出展規定ならびに展示規則、その他出展マニュアル上での規定等に違反した
場合は、出展をお断りすることがあります。また、暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、
もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用してい
ることが判明したときは、出展をお断りします。また、出展製品が見本市の趣旨にそぐわない
と弊社側にて判断した場合には、その出展製品の出展をお断りすることがあります。これらの
場合、出展料金は返却しません。
弊社は、搬入等の準備から撤去までの全期間を通じて、警備会社と契約して会場の管理にあ
たりますが、展示品の損害、滅失、盗難等に関する責任は負いかねます。
イベント会期中および会期後の商談・契約内容に関して、弊社はその責任を負いかねます。

19. 出展規定と展示規則の承認
すべての出展者は、本出展規定および弊社が制定する展示規則を承認したものとします。

20. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。

21. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

【弊社による会場内記録の使用について】
弊社はイベント会場内において取材・撮影を行います。取材によって得られた情報や撮影した
画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループが主催・
運営する国内外見本市の広報・宣伝活動に使用する場合があります。

【個人情報の取扱いについて】
ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフラン
クフルト グループ会社*が主催･運営する国内外の見本市・イベント・セミナー（含オンライン）
のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、共催者・出展者・スポンサー等の製品やサー
ビスに関する情報をご提供およびアンケートを実施するために利用させていただく場合がありま
す。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきまし
た個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。
また、弊社は上記の目的のために、出展申込書に記載された貴社の情報（代表者やご担当者
の情報を含みます。）をメッセフランクフルト グループ会社*および協力会社に対し提供させてい
ただく場合があります。弊社が、これらの情報を、メッセフランクフルト グループ会社*および
協力会社へ提供させていただく場合があることについて、ご本人の同意を取得していただきま
すようお願いいたします。

*メッセフランクフルト グループ会社の定義については、当社ウェブサイト・プライバシーポリシー
https://www.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/privacy-policy.html をご覧ください。
個人情報に関するお問合せ窓口　E-mail.privacy@japan.messefrankfurt.com
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