


JASISの特徴
JASISとは  
～分析機器、科学機器メーカーが一堂に会し、最先端の科学・分析システム&ソリューションが集結～

人々の暮らしは、様々な科学の進歩の上に成り立っていると私たちは考えます。その科学の進歩を支える、分析機器、科学機器
メーカーが一堂に会する最先端科学・分析システム&ソリューション展が JASISです。各種分析・計測の入口から出口まで一
貫して展示される展示会として、欧州のanalytica、米国のPittconと並んで、分析・計測に関するアジア最大級の展示会です。

開催実績  ～出展社数・来場者数ともに拡大～
前回2022年は来場者数・出展社数ともに大幅に増加。この分野でのアジア最大級の展示会として、将来の科学の進歩への
貢献、ビジネス発展への発見がある場であることを目指しています。

充実の主催者コンテンツ  ～トピックスミナーの開催～
展示会場内や国際会議場では、
DXやライフサイエンスなど分析・
科学機器業界注目のトピックスを
テーマに、最新の取り組みや事例
を多角的に発信し、展示会の充実
を図ります。
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2022年は3日間で30セッション以上のセミナーを実施。聴講者数は3日間で2600名以上。
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▶来場者数 ▶開催規模（予定）

▶ JASISが提供する5つのトピックス

先端材料 食 品 環 境 ライフ
サイエンス D X
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370社・1,100小間

2021年は、270社・872小間が出展
2022年は、322社・982小間が出展

JASISトピックスセミナー2022（幕張開催）の聴講者満足度約82％。

聴講者のうちトピックスセミナー目的の来場が65％以上。新規来場者を集客します。
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JASISの特徴

来場者数の
業種別分類

5.9％　官公庁・公的機関

4.3％　学校・教育機関

9.1％　分析技術サービス
              （分析・試験・検査）

19.5％　電子・電機・精密機器

1.6％　半導体

3.2％　鋼鉄・非金属・金属製品
2.6％　自動車・機械・輸送機器
1.5％　建設・建築・建材

1.7％　石油・石油化学ゴム・プラスチック　3.0％
化学製品（インク・塗料・農薬・香料等）　7.2％

窯業（ガラス）　1.2％
繊維・紙・パルプ　0.8％

製薬・試薬・化粧品　6.0％
食品　4.6％

印刷　0.8％
ガス・電力・エネルギー　0.8％

情報サービス（IT）　1.3％
医療関係　1.3％
報道・出版　0.6％
商社・商業　13.6％

金融　1.1％
その他　8.2％

来場者の50％以上が、
機器購入の決定、
助言が出来る方。

出展社の約80％が、有益な展示会
だったと回答。さらに約40％以上が、
具体的な成果が得られたと回答。
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来場者の約50％がユーザー。
そして約30％が分析機器・
科学機器購入のための
情報収集を目的として来場。

出展社の約70％が
期待通り、またはそれ以上の
来場者があったと回答。

幅広い業種と役職者の方が多数来場

絶好の新規ビジネスチャンス拡大の場
▶出展分野

▶来場者業種
4
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分析機器部品・コンポーネント

理化学機器

ラボ・デジタルトランスフォーメンション
関連機器・システム・ソフト・サービス

環境計測機器・工業用計測機器

研究設備・器具・消耗品

分析機器・装置

試験機器・装置

生産プロセス機器・装置

バイオ関連機器・装置

情報関連ソフト・サービス 他

電機・電子デバイス・エネルギー等
関連装置

オートメーション機器・装置
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一般展示･mini/ソリューションコーナー
※研究機関等、その他出展プランに関しては、別途JASIS運営事務局にお問い合わせください。

▶mini/ソリューションコーナー

最もポピュラーな出展プランと出展料を抑えたミニブースをご紹介します。

出展料を抑えたい出展社様におススメです！

1小間 95,000 円～ 1スペース 30,000円～（2スペース50,000円～）

ゲスト出展の場合、上記金額+運営協力金※

7万円
※運営協力金は、一般社団法人日本分析機器工業会および一般社団法人日本科学機器協会の運営に充てられます。 ※運営協力金は、一般社団法人日本分析機器工業会および一般社団法人日本科学機器協会の運営に充てられます。

ゲスト出展の場合、上記金額+運営協力金※

3万円

基礎小間規格（単位：mm）

展示コーナー パネル展示および小型製品等の展示が可能 カタログコーナー カタログ・チラシ類の展示が可能
（無人出展のみ）

LEDアームスポットライト（11W）
：1小間につき1灯 社名板（W900×H200）

：1社につき1枚

システムパネル（白）
※パネル展示スペース

100V 2口コンセント
（700W)
:1社につき1ヶ所

2700

495

900 1395
1980

1000

パンチカーペット

システム展示台（白）

折りたたみ椅子
1小間につき1脚

▶出展料・基礎小間規格

ゲスト出展の場合、上記金額+運営協力金※

15万円
※会員出展：（一社）日本分析機器工業会または（一社）日本科学機器協会いずれかの会員のご出展。
※ゲスト出展： （一社）日本分析機器工業会または（一社）日本科学機器協会いずれの会員でもない企業のご出展。
※運営協力金は（一社）日本分析機器工業会および（一社）日本科学機器協会の運営に充てられます。  

一般展示 最もポピュラーなプラン。
出展全体の9割がこのプランを選ばれます。

社名板
（1スペース/W400×H200）
（2スペース/W700×H200）

システムパネル（白）

社名板（W400×H50）

カタログ展示台（白）
2段棚付き

カタログ収納
スペース

2700カタログ
見本等
展示スペース

495

900

1550

2スペース

1スペース

200

200

500

495

495
990

1小間 280,000円～

1,980（間口）×1,395（奥行）×2,700（高さ）

JASISでは備品パッケージプランをご用意しております。
詳細はオフィシャルサイトにて公開いたします｡

併 催

新技術説明会は最高の情報発信の場。昨年は延べ約7,000名が参加。

※JASIS2022 新技術説明会

新技術説明会は、展示企業の技術者が新製品や新しい技術等について最新情報を来場者に開示する企画です。来場者にとっては、一度に複数の会社を比較検討できる機会として毎年多数の方々に聴講いただ
いております。

出展に加え、新技術説明会をご活用いただくことにより、説明会聴講者をブース
へ誘導してより詳しい商談へ発展させるなど展示会ならではの展開が可能です。発表カテゴリー別内訳

JASIS2023一般展示を1小間以上
お申込の出展社【応募資格】

▶新技術説明会料金表

新技術説明会
一般展示への出展社が申込める「企業プレゼン企画」

◆ 1小間サイズ
基礎小間規格（単位：mm）

495（間口）×495（奥行）×2,700（高さ）
◆ 1スペースサイズ

15万円9万円

30分テーマ 60分テーマ

1テーマ料金（税別）

その他 33.3% ナノ・材料 41.7％

バイオ 11.4%IT 4.4%
環境 9.2%

分野別内訳

その他 29.8%

システム 4.0%

熱分析 2.7%

分離分析 21.3% 

光分析14.2%

X線応用分析 11.1%

表面分析 10.2%

質量分析6.7%

機種別内訳
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https://www.jasis-exhibit.jp/web.htmlその他活用例やオプション、モデルプラン等の詳細はWEBでご確認ください ➡

プラチナブースプラン
最も目立つ場所でブースを設置いただけます。限定５社！ 150万円

・コンテンツ35点掲載　・閲覧者リスト取得　・バナー広告つき

・コンテンツ15点掲載　・閲覧者リスト取得

プライベートブースプラン 60万円～

・発表コンテンツ1点掲載　・閲覧者リスト取得

新技術説明会プラン 15万円～

・コンテンツ2点掲載

シンプルプラン 5万円～

・コンテンツ10点掲載可能　・閲覧者リスト取得

コンファレンスプラン 20万円

リアルとWebのJASISを合わせることで、さらなる営業力アップを実現できます

◦ 開催期間はなんと「5か月」！（幕張での開催前2.5か月と後2.5か月）
　 JASIS前には貴社ブースへの集客ツールとして。JASIS会期後のフォローも約2.5か月間可能。
◦ Web展示会だから「日本全国の市場開拓」を実現！
◦ Webマーケティングを活用して「製品とブランド」を認知・向上！
◦ 幕張で開催するJASIS（2023年9月6日～8日）コンテンツを最大活用！
◦ デジタルマーケティングの費用対効果がすごい！
◦ 自社Webサイトにリンクできます。

1万人が5万回以上閲覧※ 幕張に来られなかった5,000人が閲覧※

掲載会社の声

JASIS WebExpo®のメリット

◦ まったくの新規のデータが数百件取れて、想像以上の効果でビックリした。
◦ 主催者がメルマガなどでPRしてくれるので、コストパフォーマンスは良い。
◦ 自社だけでは接触できない層からのリードが取れるので新規獲得につながる。
◦ このような仕組みを自社で導入するには数百万円かかる。
◦ これくらいの値段で使えるのはありがたい。
◦ 特別な知識は不要で簡単にコンテンツをアップロードできるので、手軽です。

※JASIS WebExpo®2022-2023会期終了3か月前のデータ。最新のデータはJASISオフィシャルサイトでご確認ください。

※非営利団体または公共機関に限る

JASIS WebExpo® 2023
新しい顧客層を開拓できるオンライン展示会

▶JASIS版デジタルマーケティングでJASIS会場の外でも、会期外でも手軽にリード獲得

▶掲載プラン例
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PR・広告

集客・PR
JASIS2023のコンセプトは「Come Touch JASIS」です。
特別企画やセミナーの実施など、更にリアルに特化した集客を図ります。

1 有力紙への新聞広告、業界専門雑誌・学会
誌へのPR掲載

4
日本語、英語でワールドワイドに情報発
信。Twitterの活用により、幅広い層の来場
促進を図ります。

https://www.jasis.jp/

ポスター・DM2
主催者より関係官庁・大学、研究機関等に
ポスターの掲示を依頼します。

ご来場者お楽しみ抽選5 ご来場者対象のギフトカードなどが当たる抽
選会を実施するなど、JASISへの来場意欲向
上のため、さまざまな工夫をしています。

シャトルバス無料送迎6 会期中、幕張本郷駅・海浜幕張駅・幕張メ
ッセ間で無料バスを運行。ご来場いただき
やすい環境作りをしています。

JASISメルマガを
4万人以上に配信3
JASISが持つ来場者データベースを使っ
て、JASISの多彩なセミナー等の情報を配
信。ご来場を促進します。

年間165万PVの
ホームページ

（50音順）JASIS 2022 出展社一覧
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（50音順）JASIS 2022 出展社一覧
あ 京都電子工業（株） タナカ・トレーディング（株） ピークサイエンティフィックジャパン（株）
アイエムティー（株） （株）共立理化学研究所 （株）ダルトン （株）ビートセンシング
（株）アイスティサイエンス 協和界面科学（株） （株）中央理化 （株）日立ハイテク
（株）ＩＢＳ （有）桐山製作所 THK（株） （株）HIRANUMA
（株）アクタック 久保田商事（株） テカンジャパン（株） Phenomenex
（株）朝日ラボ交易 Glass Expansion Pty. Ltd. Digital Surf フクシマガリレイ（株）
アジレント・テクノロジー（株） （株）クリスタル光学 輝達商事（株） （株）フジキン
アズワン（株） （株）ChromaJean 東亜ディーケーケー（株） 富士通（株）
（株）アテクト （株）クロマニックテクノロジーズ 東機産業（株） 二九精密機械工業（株）
（株）アドバンテスト （株）ケー・エヌ・エフ・ジャパン （株）東京インスツルメンツ ブルカージャパン（株）
アドバンテック東洋（株） （株）ケツト科学研究所 東京硝子器械（株） プロセブン（株）
（株）アナテック・ヤナコ ケニス（株） 東京光電（株） （株）プロックス
analytica-Messe Muenchen ケメット・ジャパン（株） 東京理化器械（株） Protochips Inc.
（株）アナリティクイエナ ジャパン ゲルハルトジャパン（株） 東ソー（株） フロン工業（株）
アぺルザ 光明理化学工業（株） 東北大学SMILEcoみやぎプロジェクト ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク
アメテック（株） （株）コクゴ （株）東陽テクニカ （株）堀場製作所
アラム（株） コフロック（株） トーマス科学器械（株） （株）堀場アドバンストテクノ
アルバック・ファイ（株） さ 特許機器（株） （株）堀場エステック
アルファ・モス・ジャパン（株） サーモフィッシャーサイエンティフィック（株） （株）トミー精工 （株）堀場テクノサービス
アワーズテック（株） SCIEX 富山産業（株） ま
（株）アントンパール・ジャパン 佐竹マルチミクス（株） トレイジャンサイエンティフィックジャパン（株） （株）マイクロエミッション
安立計器（株） 佐藤真空（株） な （株）マイクロサポート
（株）イアス ザルトリウス・ジャパン（株） 中村科学器械工業（株） （株）マイクロテック・ニチオン
ionBench （国研）産業技術総合研究所 中山商事 /三啓 マイルストーンゼネラル（株）
イカジャパン（株） （株）三商 名古屋科学機器（株） マックエンジニアリング（株）
（株）池田理化 三洋貿易（株） ナノフォトン（株） （株）マルエム
（株）イチネン製作所 CEM Japan（株） 西川計測（株） 三井情報（株）
イノベーションサイエンス（株） ジーエルサイエンス（株） （株）西日本流体技研 武蔵エンジニアリング（株）
入江（株） GTRテック（株） （株）ニチリョー （株）村山電機製作所
インフィコン（株） ジーヴィエスジャパン（株） （株）日進機械 明立精機（株）
ヴァーダー・サイエンティフィック（株） Jeiotech Co., Ltd 日東精工アナリテック（株） メイワフォーシス（株）
VICI AG International （株）ジェイ・サイエンス・ラボ 日邦プレシジョン（株） メトラー・トレド（株）
ヴェオリア・ジェネッツ（株）エルガ・ラボウォーター事業部 ジェー・エー・ウーラム・ジャパン（株） 日本インスツルメンツ（株） メトロームジャパン（株）
（株）宇部情報システム （株）シゲミ 日本製紙クレシア（株） メルク（株）
（株）エアーテック システム・インスツルメンツ（株） 日本ゼオン（株） MOXTEK, Inc.
英弘精機（株） （株）システムズエンジニアリング 日本インテグリス（同） 文部科学省共用事業
（株）ＨＥＲ シチズンファインデバイス（株） 日本ウォーターズ（株） 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ
（株）エイビス 篠原電機（株） （国研）日本原子力研究開発機構 や
エキシルム 柴田科学（株） （株）日本光器製作所 安井器械（株）
（株）エス・テイ・ジャパン （株）島津製作所 日本精密科学（株） （株）山崎精機研究所
エスペック（株） （株）写真化学 日本電子（株） （株）ヤヨイ
エッペンドルフ（株） ジャスコインタナショナル（株） 日本電色工業（株） （株）ユニフレックス
エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ（株） ジャスコエンジニアリング（株） 日本ビュッヒ（株） ユラボジャパン（株）
エドワーズ（株） ジャパンハイテック（株） 日本フリーザー（株） 横河電機（株）
（株）EBAC ジャパンマシナリー（株） 日本分光（株） ら
（株）荏原製作所 昭光サイエンス（株） 日本分析工業（株） ライカマイクロシステムズ（株）
（株）エビデント 昭和電工（株） （一社）日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS） （株）ライトストーン
MSHシステムズ（株） 新コスモス電機（株） （株）日本レーザー ラボラボカンパニー（株）
エムエス機器（株） 新東科学（株） （株）ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション （株）リガク
エムエステクノス（株） （株）スクラム NETZSCH Japan（株） 理研計器（株）
（株）エリオニクス （株）ストルアス ノバ・バイオメディカル（株） （株）ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン
（株）大阪真空機器製作所 スペクトリス（株）マルバーン・パナリティカル事業部 は レーザーテック（株）
（株）大阪ソーダ （株）住化分析センター パーク・システムズ・ジャパン（株） LECOジャパン（同）
大塚電子（株） 生化学工業（株） （株）バイオクロマト Restek（株）
（株）岡野製作所 西進商事（株） BioJapan レニショー（株）
（株）オカムラ （株）相馬光学 バイオタージ・ジャパン（株） ロンザ（株）
オックスフォード・インストゥルメンツ（株） た バイオテック（株） わ
オルガノ（株） 第一熱研（株） （株）バイオメディカルサイエンス （株）ワイエムシィ
か 大学連携研究設備ネットワーク 伯東（株）
カールツァイス（株） （株）大興製作所 浜松ホトニクス（株）
樫山工業（株） （株）大成 ハミルトン・カンパニー・ジャパン（株）
（株）ガステック タイテック（株） ハリオサイエンス（株）
カノマックスアナリティカル（株） （株）大日本精機 パルステック工業（株）
（株）神村製作所 大陽日酸（株） ハルツォク・ジャパン（株）
（株）キッツマイクロフィルター （株）大和テクノシステムズ PHC（株）
京都科学機器協会 竹田理化工業（株） ビーエム機器（株）
京都樹脂精工（株） 田中科学機器製作（株） ビーエルテック（株）
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PDFかリンクか動画合計 10枠を自由に差し替え可能。
自社閲覧者情報　 の取得が可能。

1 . 掲載要領
[JASIS WebExpo® 2023(以下WebExpo)]
出展社のコンテンツに加え､約５0本のJASIS人気講演ムービーなどを掲載
し､1万人規模の閲覧者を集めるWebプラットフォームです。
①公開期間：2023 年7月上旬～ 2023 年11月下旬　約5か月間
②主催者集客活動：
　・JASIS 2022 とJASIS 2023 の人気講演動画を50本程度掲載
　・JASISデータベース(約3万件)に対してのメールマガジン発信
③公開ページ言語：日本語

2 . 掲載期間
[前期] JASIS会期迄：展示会場、コンファレンス会場
　　　2023 年7 月上旬～同年9月中旬の約2.5 か月間を予定
　→JASIS 2023 幕張会場の貴社ブースへの集客にご利用ください。
[後期] JASIS会期迄：展示会場、コンファレンス会場､新技術説明会会場
　　　2023 年9月中旬～ 2023 年11月下旬の約2.5 か月間を予定
　→JASIS 2023幕張会場にご来場いただけなかった方々へのPRにご利用ください。
3 . 申込資格
「出展要領 (一般展示）」(本紙7ページ「項目1.出展資格」）に準じます。
また､個人情報の取扱い規定(プライバシポリシー)をお持ちでない場合は
お申し込みいただけません。日本語対応が可能な企業に限ります。
4 .掲載コンテンツの内容
①本紙7ページ「項目2.出展物」に準じた内容のみ掲載可能です。
②法令や公序良俗に反するもの､ 信憑性が低い､又は虚偽の情報､他者
　に対するいやがらせ､悪口､脅し､わいせつな内容､他の利用者の使用　
　するソフトウェア､ハードウェア等の機能を破壊したり､妨害したりするよう
　なプログラムの掲載は禁止します。
③新技術説明会のリアル会場での自社発表動画は､【新技術説明会プ
　ラン】のみ掲載可能です。

④WebExpo 内でアンケート設定可能なプランにおいて、各社が設定する
　アンケートでは､メールアドレス､会社名等 JASIS登録項目と同じ設問は
　設定できません。

5. コンテンツの掲載・差し替え
各社様でマイページから掲載・差し替え作業を行っていただきます。
ただし､新技術説明会プランは､JASIS 会期前（前期）は前回新技術説明
会コンテンツを、JASIS 会期後からは後期用コンテンツを掲載可能です。

6. 閲覧者リスト取得可能にあたっての注意事項
閲覧者リストを取得できるプランでは､以下を遵守ください。
①個人情報の重要性を理解し､個人情報に関する法令及びその他の規
　範を遵守し､個人情報保護に努めることとし､個人情報の運用責任は、
　出展社が負うものとします。
②入手した個人情報は､自社製品・技術・サービス等の紹介を目的とした
　範囲内に限定して使用ください。
③「IDパスワード発行申請書」を別途ご提出いただきます。フォーマットは
　JASISオフィシャルサイトでご確認ください。

 7 . 申込方法､申請期限､支払期限､キャンセル期限
 JASISオフィシャルサイトからお申込みください。
 https://www.jasis.jp
 ●申込期限：2023 年3 月15 日( 水 )
 ●支払期限・キャンセル期限：2023 年5 月26 日(金）
 ※お支払い後の返金には応じられませんのでご注意ください。
 ※キャンセル期限を過ぎますと､キャンセルには応じず､お申込みに応じて
　全額お支払いいただきます。
 ※コンファレンスプランの期限後のお申込みについては、別途ご相談くだ
　さい。

シンプルプラン‥‥掲載場所：WebExpo内展示会場

新技術説明会プラン‥‥掲載場所：WebExpo内新技術説明会会場

リアル出展社

オプションプラン

掲載枠追加：5枠追加 6万円
（5万円）

10.8 万円
（9万円）

6万円
（5万円）

A-1

A-2

B

プラチナブース、プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース

掲載枠追加：10 枠追加

JASISコンファレンス会場への
バナー掲載　5か月間（限定 9枠）

お申込み対象プラン 金額

リアル未出展社

6万円
（5万円）

12万円
（10万円）

PDFかリンク合計 2枠を自由に差し替え可能。閲覧者情報の取得はできません。 

プライベートブースプラン‥‥ 掲載場所：WebExpo内展示会場

リアル出展社

リアル未出展社

72万円
（60万円）

108万円
（90万円）

PDF･リンク･動画合計15枠を自由に差し替え可能。自社閲覧者情報     の取得が可能。

プラチナブースプラン‥‥ 掲載場所：WebExpo内展示会場
最も目立つ場所のオリジナルデザインブースで､PDF･リンク・動画合計35枠
を自由に差替可能。自社閲覧者情報　　の取得が可能。バナー広告(オプショ
ンB)付き。
【募集数：5枠限定】

一般展示出展社かつ会員企業 150万円

1 . 基本料金
会員特別価格を（　）で記載しています。リアル出展社とは､幕張メッセで開催されるJASIS2023の出展社（mini/ソリューションカタログコーナー､インターナショナルオーガナイゼイションコーナー以外）を意味します。

会員特別価格を（　）で記載しています。

■料金プラン 下記料金には消費税は含まれておりません。
詳細は､JASISオフィシャルサイトでご確認ください。https://www.jasis.jp

3

1

2

1

2

3

4

4

4

4

ブースデザインカスタム 30万円
（25万円）

18万円
（15万円）

10万円

C

D

E

プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース、
コンファレンス

プラチナブース、プライベートブース、
コンファレンス、新技術説明会

オンライン商談機能
（1窓口分）

獲得リストフォロープラン
（1回分）

4

5

5

幕張会場撮影 /
それ以外での撮影

閲覧者の名刺情報（氏名、所属先、連絡先など）

出展社コンテンツ掲載プラン 主催者撮影・掲載プラン

幕張会場での撮影付きは、幕張メッセでの JASIS2023 新技術説明会で発表があ
る場合のみ。
それ以外での撮影は、4～ 6月頃に都内会議室で予定 (詳細は後日ご連絡します )。

複数のお申込みはできません。 
名刺交換機能、テキストチャット、ビデオチャット、ボイスチャット、コールバック機能などを搭載しております。 
詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　その際は６月公開予定の『実施細則』
記載の規則を遵守ください｡また､後日パッケージブース等のパンフレット
を公開しますのでご利用ください。

 一般展示出展社かつ会員企業がプラチナブースプランをお申し込み後、以下の
ような条件を満たさなくなった際は、150万円に加え以下の追加料金をお支払い
いただく場合がございます。
・一般展示出展社がWebExpo会期終了までに会員ではなくなった場合の
   追加料金：30万円
・会員企業がWebExpo会期終了までに一般展示出展をキャンセルされた場合の
   追加料金：40万円
・会員出展社がWebExpo会期終了までに会員ではなくなり、かつ一般展示出展
　をキャンセルされた場合の追加料金：78万円

1

1

オプションプラン お申込み対象プラン 金額

 JASIS 2023  会期：2023年9月6日（水）～8日（金）　会場：幕張メッセ

6 上旬

2023

2023年3月15日（水）

2023年5月26日（金）

主催者が工事する小間内ブ
レーカーにはアースを引込んであります。

2023

2023年3月15日（水）

2023年9月6日（水）～8日（金）

2023年4月末

2023年5月26日（金）

3

会場の振り分けはJASIS委員会が行います。

発表各社でご用意ください。

JASISオフィシャルサイトをご参照くだ

2023

2023

2023

E-mail

E-mail6

4

オフィシャル

予定

60

60

60

60

30

30

30

30

（6月下旬頃）。

さい。

https://www.jasis.jp
詳細情報・お申込方法等はJASISオフィシャルサイトでご確認ください。

募集要綱

https://www.jasis.jp
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主催者が工事する小間内ブ
レーカーにはアースを引込んであります。

2023

2023年3月15日（水）

2023年9月6日（水）～8日（金）

2023年4月末

2023年5月26日（金）

3

会場の振り分けはJASIS委員会が行います。

発表各社でご用意ください。

JASISオフィシャルサイトをご参照くだ

2023

2023

2023

E-mail

E-mail6

4

オフィシャル

予定

60

60

60

60

30

30

30

30

（6月下旬頃）。

さい。
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主催者が工事する小間内ブ
レーカーにはアースを引込んであります。

2023

2023年3月15日（水）

2023年9月6日（水）～8日（金）

2023年4月末

2023年5月26日（金）

3

会場の振り分けはJASIS委員会が行います。

発表各社でご用意ください。

JASISオフィシャルサイトをご参照くだ

2023

2023

2023

E-mail

E-mail6

4

オフィシャル

予定

60

60

60

60

30

30

30

30

（6月下旬頃）。

さい。

新技術説明会　募集要項

https://www.jasis.jp
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PDFかリンクか動画合計 10枠を自由に差し替え可能。
自社閲覧者情報　 の取得が可能。

1 . 掲載要領
[JASIS WebExpo® 2023(以下WebExpo)]
出展社のコンテンツに加え､約５0本のJASIS人気講演ムービーなどを掲載
し､1万人規模の閲覧者を集めるWebプラットフォームです。
①公開期間：2023 年7月上旬～ 2023 年11月下旬　約5か月間
②主催者集客活動：
　・JASIS 2022 とJASIS 2023 の人気講演動画を50本程度掲載
　・JASISデータベース(約3万件)に対してのメールマガジン発信
③公開ページ言語：日本語

2 . 掲載期間
[前期] JASIS会期迄：展示会場、コンファレンス会場
　　　2023 年7 月上旬～同年9月中旬の約2.5 か月間を予定
　→JASIS 2023 幕張会場の貴社ブースへの集客にご利用ください。
[後期] JASIS会期迄：展示会場、コンファレンス会場､新技術説明会会場
　　　2023 年9月中旬～ 2023 年11月下旬の約2.5 か月間を予定
　→JASIS 2023幕張会場にご来場いただけなかった方々へのPRにご利用ください。
3 . 申込資格
「出展要領 (一般展示）」(本紙7ページ「項目1.出展資格」）に準じます。
また､個人情報の取扱い規定(プライバシポリシー)をお持ちでない場合は
お申し込みいただけません。日本語対応が可能な企業に限ります。
4 .掲載コンテンツの内容
①本紙7ページ「項目2.出展物」に準じた内容のみ掲載可能です。
②法令や公序良俗に反するもの､ 信憑性が低い､又は虚偽の情報､他者
　に対するいやがらせ､悪口､脅し､わいせつな内容､他の利用者の使用　
　するソフトウェア､ハードウェア等の機能を破壊したり､妨害したりするよう
　なプログラムの掲載は禁止します。
③新技術説明会のリアル会場での自社発表動画は､【新技術説明会プ
　ラン】のみ掲載可能です。

④WebExpo 内でアンケート設定可能なプランにおいて、各社が設定する
　アンケートでは､メールアドレス､会社名等 JASIS登録項目と同じ設問は
　設定できません。
5. コンテンツの掲載・差し替え
各社様でマイページから掲載・差し替え作業を行っていただきます。
ただし､新技術説明会プランは､JASIS 会期前（前期）は前回新技術説明
会コンテンツを、JASIS 会期後からは後期用コンテンツを掲載可能です。
6. 閲覧者リスト取得可能にあたっての注意事項
閲覧者リストを取得できるプランでは､以下を遵守ください。
①個人情報の重要性を理解し､個人情報に関する法令及びその他の規
　範を遵守し､個人情報保護に努めることとし､個人情報の運用責任は、
　出展社が負うものとします。
②入手した個人情報は､自社製品・技術・サービス等の紹介を目的とした
　範囲内に限定して使用ください。
③「IDパスワード発行申請書」を別途ご提出いただきます。フォーマットは
　JASISオフィシャルサイトでご確認ください。

 7 . 申込方法､申請期限､支払期限､キャンセル期限
 JASISオフィシャルサイトからお申込みください。
 https://www.jasis.jp
 ●申込期限：2023 年3 月15 日( 水 )
 ●支払期限・キャンセル期限：2023 年5 月26 日(金）
 ※お支払い後の返金には応じられませんのでご注意ください。
 ※キャンセル期限を過ぎますと､キャンセルには応じず､お申込みに応じて
　全額お支払いいただきます。
 ※コンファレンスプランの期限後のお申込みについては、別途ご相談くだ
　さい。

シンプルプラン‥‥掲載場所：WebExpo内展示会場

新技術説明会プラン‥‥掲載場所：WebExpo内新技術説明会会場

リアル出展社

オプションプラン

掲載枠追加：5枠追加 6万円
（5万円）

10.8 万円
（9万円）

6万円
（5万円）

A-1

A-2

B

プラチナブース、プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース

掲載枠追加：10 枠追加

JASISコンファレンス会場への
バナー掲載　5か月間（限定 9枠）

お申込み対象プラン 金額

リアル未出展社

6万円
（5万円）

12万円
（10万円）

PDFかリンク合計 2枠を自由に差し替え可能。閲覧者情報の取得はできません。 

プライベートブースプラン‥‥ 掲載場所：WebExpo内展示会場

リアル出展社

リアル未出展社

72万円
（60万円）

108万円
（90万円）

PDF･リンク･動画合計15枠を自由に差し替え可能。自社閲覧者情報     の取得が可能。

プラチナブースプラン‥‥ 掲載場所：WebExpo内展示会場
最も目立つ場所のオリジナルデザインブースで､PDF･リンク・動画合計35枠
を自由に差替可能。自社閲覧者情報　　の取得が可能。バナー広告(オプショ
ンB)付き。
【募集数：5枠限定】

一般展示出展社かつ会員企業 150万円

1 . 基本料金
会員特別価格を（　）で記載しています。リアル出展社とは､幕張メッセで開催されるJASIS2023の出展社（mini/ソリューションカタログコーナー､インターナショナルオーガナイゼイションコーナー以外）を意味します。

会員特別価格を（　）で記載しています。

■料金プラン 下記料金には消費税は含まれておりません。
詳細は､JASISオフィシャルサイトでご確認ください。https://www.jasis.jp

3

1

2

1

2

3

4

4

4

4

ブースデザインカスタム 30万円
（25万円）

18万円
（15万円）

10万円

C

D

E

プライベートブース

プラチナブース、プライベートブース、
コンファレンス

プラチナブース、プライベートブース、
コンファレンス、新技術説明会

オンライン商談機能
（1窓口分）

獲得リストフォロープラン
（1回分）

4

5

5

幕張会場撮影 /
それ以外での撮影

閲覧者の名刺情報（氏名、所属先、連絡先など）

出展社コンテンツ掲載プラン 主催者撮影・掲載プラン

幕張会場での撮影付きは、幕張メッセでの JASIS2023 新技術説明会で発表があ
る場合のみ。
それ以外での撮影は、4～ 6月頃に都内会議室で予定 (詳細は後日ご連絡します )。

複数のお申込みはできません。 
名刺交換機能、テキストチャット、ビデオチャット、ボイスチャット、コールバック機能などを搭載しております。 
詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　その際は６月公開予定の『実施細則』
記載の規則を遵守ください｡また､後日パッケージブース等のパンフレット
を公開しますのでご利用ください。

 一般展示出展社かつ会員企業がプラチナブースプランをお申し込み後、以下の
ような条件を満たさなくなった際は、150万円に加え以下の追加料金をお支払い
いただく場合がございます。
・一般展示出展社がWebExpo会期終了までに会員ではなくなった場合の
   追加料金：30万円
・会員企業がWebExpo会期終了までに一般展示出展をキャンセルされた場合の
   追加料金：40万円
・会員出展社がWebExpo会期終了までに会員ではなくなり、かつ一般展示出展
　をキャンセルされた場合の追加料金：78万円

1

1

オプションプラン お申込み対象プラン 金額

 JASIS 2023  会期：2023年9月6日（水）～8日（金）　会場：幕張メッセ

6 上旬

2023

2023年3月15日（水）

2023年5月26日（金）

WebExpo 募集要項
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連絡先 JASIS運営事務局
 （株式会社日経イベント・プロ内）

▶出展スケジュール（予定）

▶申込方法

▶JASIS 2023　開催概要

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目25番 JR神田万世橋ビル16階
TEL : 03-6812-8690　FAX : 03-6812-8649　
E-mail : jasis-exhibit@nex.nikkei.co.jp

オフィシャルサイトに
アクセス

郵送で
お申し込みの場合

出展申込ページにて
必要事項を記入

入力内容確認・送信後、
E-mail にて「今後のお手続き
のご案内」が配信されます

「出展社専用ページ」
にログイン

E-mail でお送りした URL よ
り「出展社専用ページにログ
イン」し、出展申込手続きを
行なってください

郵送用の申込書は、オフィ
シャルサイトよりダウン
ロードしてご利用ください

名　 称 JASIS 2023（旧名称： 分析展／科学機器展）

主　 催 一般社団法人 日本分析機器工業会／ 一般社団法人 日本科学機器協会

後　 援 （予定）
経済産業省、文部科学省、環境省、（公社）日本分析化学会、（公社）日本化学会、
日本貿易振興機構（ジェトロ）、（国研）科学技術振興機構、（国研）産業技術総合研究所、
（国研）理化学研究所 他

会　 期 2023年9月6日（水）～ 8日（金）3 日間 10:00～17:00 
（WebExpo会期：2023年7月～11月）

会　 場
   幕張メッセ・国際展示場 ： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1　https://www.m-messe.co.jp

   WebExpo会場 ： JASISメンバー専用Webサイト （登録無料。会員数約9万人）

規　 模 募集出展小間枠： 1100 小間

入 場 料 無料

募集開始

1月20日（金）
出展募集締切

3月15日（水）
出展社説明会

5月末予定
JASIS  WebExpo®

  7月上旬～
11月下旬

募集開始

1月20日（金）
発表内容入稿

  3月下旬～
4月末

プログラム
決定・発表

6月上旬

募集開始

1月20日（金）
出展募集締切

3月15日（水）
小間位置抽選会
出展社説明会

6月

JASIS 2023

  9月6日（水）～
9月8日（金）

JASIS 2023新技術説明会

  9月6日（水）～
9月8日（金）

出展募集説明会（ Web開催）の模様は1月下旬にオフィシャルサイトに掲載します。

新技術説明会

一般展示・mini/ソリューションコーナー

 JASIS WebExpo®

https://www.jasis.jp/


