≪JASIS 2022「研究機関・学協会コーナー」出展要綱≫
１． JASIS 2022

会
時
場

期：
間：
所：

2022 年 9 月 7 日（水）～9 日（金）
１０：００～１７：００
幕張メッセ国際展示場

2．お申込み対象

大学・国公立研究機関及びこれに準ずる研究機関
分析、科学機器に関係する学協会

3．出展内容

＜研究機関の場合＞
・ 分析、科学機器に関連する最新の研究成果(学会等で公表済のものでも可)
・ 研究内容・成果を主にした出展機関の紹介
・ 機器など実物の展示については、製品化前のプロトタイプのみ。
（製品化されたものの展示は、別の出展規格になります。詳細は№13 項のお申
込・お問合せ先までご照会ください。）
＜学協会の場合＞
・ 学協会の紹介・会員募集
・ 主催するセミナー等の会合の紹介、関連書籍の紹介

4．出展料

60,000 円/小間（税別）
Web 上で開催の JASIS WebExpo® 2022-2023 において Web-JASIS コンファレンス
に有料にてご出展の場合は 1 小間 2 万円 ※2 小間目からは 6 万円/小間
＊当方請求に基づき 2022 年 5 月 27 日（金）までにお支払ください。
＊別途、電気工事費・電気使用料を、展示会終了後事務局より送付される請求書に
基づきお支払いください。(参考価格：11,300 円/1kW。詳細は 6 月頃公開の「実施
細則」でご確認ください。)

5．共同出展

○複数の機関で 1 小間をお申込みいただくことはできません。1 小間で複数の機関が
ご出展される場合は、主催者製作物（印刷物、WEB、広告等）にはお申込書に記
載いただく１機関名のみ表示させていただきます。（各自作成する印刷物、小間
内装飾物等には複数機関名を表示いただいて構いません。）
○1 小間以上お申込いただいた複数の出展機関同士が隣合わせの小間位置で出
展したい場合は、双方のお申込書の備考欄にその旨ご記入ください。

6．展示小間

小間規格：

標準付帯設
備：

特別オプシ
ョンパッケ
ージ：
オプション
設備：

３ｍ(間口)×２ｍ(奥行)×２．７ｍ(高さ)
別添「基礎小間仕様図」をご覧ください。
①パンチカーペット（主催者指定色） ②社名板/1 社につき 1 枚 ③受
付カウンター/1 社につき 1 台 ④パラペット（主催者指定色） ⑤LED
蛍光灯/1 社につき２灯 ⑥折タタミ椅子/1 社につき２脚
⑦100V 2 口 コンセント(700W) /1 社につき１ヶ所
＊電気工事費・電気使用料は、別途、展示会終了後事務局より送付さ
れる請求書に基づきお支払いください。
研究機関・学協会コーナーの皆様に向けた特別料金でご提供しま
す。A タイプ・B タイプより選択の上、小間位置決定後～７月中旬の期
間に 14．小間装飾指定業者の㈱テンにお申込みください。
その他オプション備品(有料)も多数用意しています。
詳細は後日、出展情報サイトに掲載いたします（6 月公開予定）

7．小間位置の決定

主催者が決定し、連絡します。（6 月下旬頃）

8．資料等の配布

パンフレット、データ、資料等の小間内での配布は可能です。

9．説明要員

10．案内状
(JASIS DM)

11．搬入出・輸送

会期中は必ず小間内に説明要員を派遣(ご出張)願います。
小間内でのプレゼンテーション等につきましては、6 月頃公開予定の「実施細則」をご
参照の上、各規制を厳守戴くようお願い申上げます。
ご出展各位の顧客等に配布していただく「オフィシャル DM セット（パンフレット、封筒
等）」を、ご出展 1 小間につき、100 セットまで無料で提供します。（それ以上は 1 セッ
ト 50 円（税別）です。）
（１）出展物の搬入出及び輸送は出展社で実施ください。搬入出スケジュールは、6
月頃公開予定の「実施細則」をご参照ください。
（２）会場への入場に必要な出展社ネームカード、車両証は 8 月上旬にお送りしま
す。

12．出展物の保護・管理 会場では警備員を配置しますが、出展物等の保護について、万一盗難その他の事
故が発生した場合、主催者はその責を負いません。保険の付保等も出展各社の
責任において行ってください。小間内に物を保管する場合は必要に応じて施錠で
きる場所で保管してください。
13．お申込・お問合せ

14．小間装飾指定業者

JASIS オフィシャルサイトからお申込みください。https://www.jasis.jp
お申込み期限： 2022 年 4 月 20 日（水）
申込・問合せ先：JASIS 運営事務局（株式会社日経イベント・プロ）
TEL：03-6812-8690 (9：00～17：00 土・日・祝日を除く)
FAX：03-6812-8649 E-mail：jasis-exhibit@nex.nikkei.co.jp
㈱テン（担当：神坂、小倉） e-mail：jasis@teninc.co.jp
〒111-0042 東京都台東区寿 1 丁目 5 番 9 号（盛光伸光ビル９F）
TEL：03-3842-7710 /FAX：03-3842-7720

15．スケジュール：

月 日

項 目

出展要綱参照番号

4 月 20 日（水）

出展申込期限

No.2～14

5 月 27 日（金）

出展料 支払い期限

6 月頃

「実施細則」公開

6 月下旬

小間位置決定

No.7

7 月中旬

JASIS 2022 案内状完成・発送

No.10

8 月上旬

出展社入場証、車両証の発送

No.11(2)

9 月 6 日（火）

JASIS 2022 前日
17 時までに小間の設営

No.11(1)

9 月 7 日（水）

JASIS 2022 初日

9 月 9 日（金）

JASIS 2022 最終日
17 時（閉会後）～掲示物の撤去作業開始

No.4
No.4,6,9,11,12

以上

申込・問合せ先：JASIS 運営事務局（株式会社日経イベント・プロ）
FAX：03-6812-8649 E-mail：jasis-exhibit@nex.nikkei.co.jp

「研究機関コーナー・学協会コーナー」出展申込書
（上記 コーナーのいずれかを○で囲んでください）
https://www.jasis.jp からお申 込 みいただくか、
下 記 にご記 入 頂 き、2022 年 4 月 20 日 （水 ）までに本 票 を上 記 運 営 事 務 局 宛 にお送 りください。

（和文）
機関名
（複数機関名で

出展機関

（英文）

は申込いただけ
ません）

＊各種印刷物に使用しますので正確にご記入ください。

代表者名

小間 ×
申込小間数

円 ＝

円

※ 出展料：60,000 円／小間（税別）
※ ただし、JASIS コンファレンス開催団体に限り、20,000 円（消費税を含まず）／小間です。
ただし、複数小間出展の場合、2 小間目から 60,000 円／小間（税別）となります。

氏名

部署
出展ご担当者

〒

－

住所
ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

Ｅ‐mail：

出展内容の概要

概要

無料分
案内状希望数

セット

有料分

セット

(1 セット 50 円（税別）)

＊

ご出展 1 小間につき 100 セットまで無料。それ以上は有料。

＊

無料分が記入なき場合は小間数×100 セットをお送りします。不要の場合は 0 とご記入ください。

備考欄
注 １．「出 展 機 関 名 」には、例 えば「＊＊研 究 室 」，「＊＊部 」など出 展 主 体 が分 かるようにお書 きください。
２．今 後 のご連 絡 は、全 て出展担当者 の方 に致 しますので宜 しくお願 い致 します。
３．ご質 問 ・ご相 談 は、下 記 にご連 絡 ください。

お申し込み・お問合せ先： JASIS 運営事務局（株式会社日経イベント・プロ）
TEL：03-6812-8690 (9：00～17：00 土・日・祝日を除く)
FAX：03-6812-8649 E-mail：jasis-exhibit@nex.nikkei.co.jp

研究機関コーナー
標準設備
学協会コーナー

※出展料には下記の基礎小間及び備品のレンタル費用が含まれています。
※小間までの電気幹線工事費及び電気使用料金については、実施細則に記載の基準に従った別途費用がかかります。

パラペット裏 : LED蛍光灯21W
1小間につき2灯

社名板 (和/英 表記) W1200H200： 1社につき1枚
システムパラペット(カラー) H300

システムパネル壁面

2970
990

990

990
100V 2口 コンセント(700W)
1社につき1ヶ所

システムパネル壁面

折りたたみ椅子： 1社につき2脚
パンチカーペット

1980

2,400

80
1,9
受付カウンター
1社につき1台
LED蛍光灯21W

750

LED蛍光灯21W

495

D：

990

H：2,700

990

300

○○○研究所
ABCDEFGHIJKLMNOPQ

システムパラペット H300

社名板（和/英 表記）W1200H200 ：1社につき1枚
990

パンチカーペット

・受付カウンター W990 D495 H750：
・折りたたみ椅子 : 1社につき2脚

1社につき1台

1小間の場合の LED蛍光灯
電気使用量 ：(21W

W：2,970

［標準設備の内容］
・パンチカーペット(主催者指定色)

・社名板／1社につき1枚

・パラペット(主催者指定色)

・LED蛍光灯／1小間につき2灯

1,980(奥行)

コンセント

・受付カウンター／1社につき1台

◆パネルなどを展示する場合は、S管金具とくさり、またはベルクロテープを使用してください。
※重い展示物はシステムパネルに取り付けることはできません。

・折りたたみ椅子／1社につき2脚

◆パラペット及びパンチカーペットのカラーは、主催者の指定色と致しますので、色を選ぶことは出来ません。

・100V 2口 コンセント(700W)／1社につき1ヶ所

◆小間までの電気幹線工事費及び電気使用料金については、実施細則に記載の基準に従った別途費用がかかります。

［システムパネル小間の注意事項］
◆1小間サイズ：2,970(間口)

2灯

2)＋700W＝742W

2,700(高さ)

◆基礎システムパネルは、両面とも白色仕上げです。(ビニールコーティング合板）
◆基礎システムパネルは、ビニールコーティング合板ですので直接装飾・加工を施すことはできません。

◆上記に備品等を追加することもできます(有料)。7月下旬にお送りするパンフレットの「パッケージブース・オプション備品申込書」
に明記してお申し込み下さい。詳しくは下記までご相談ください。また、特別価格にて、パッケージAタイプ、Bタイプ
もご用意しております。(別紙参照)
◆通路に面したシステムパネルは取り外すことができます。
ご希望の場合は下記までご連絡ください。

◆基礎システムパネルの部材(パネル板、ポール、ビームなど)は、切断、釘打ち、穴あけ等の加工はできません。
◆システムパネルに押しピン、画びょう、両面テープなどの粘着性の強いものは使用できません。
(セロテープなどを使用した場合は撤去の際に必ずはがしてください。＝原状復帰が原則です＝)

ブース仕様に関する
お問合せ先

(株)テン

住所：〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル9F
E-mail：jasis@teninc.co.jp
TEL：03-3842-7710
FAX：03-3842-7720

担当：神坂・小倉

※以上の内容は、変更する可能性もございますので、ご了承ください。

研究機関コーナー
学協会コーナー

パッケージ・ブース

A タイプ

パラペット裏 : LED蛍光灯21W
1小間につき2灯

￥29,600 /1小間 (税別・出展料別)
［平面図］

社名板 (和/英 表記) W1200H200 : 1社につき1枚
システムパラペット(カラー)H300

システムパネル壁面

2970
990

990

300

○○○研究所
ABCDEFGHIJKLMNOPQ

990
100V 2口 コンセント(700W)
1社につき1ヶ所

システムパネル壁面

LEDスポットライト(11W)／2灯

折りたたみ椅子 : 1社につき2脚

0
,98

1980

495

貴名受 : 1社につき1ヶ

990
1485

貴名受 : 1社につき1ヶ
受付カウンター
1社につき1台

パンチカーペット

LED蛍光灯21W

750

750

LED蛍光灯21W

システムパラペット H300

社名板 (和/英 表記) W1200H200 : 1社につき1枚

パンチカーペット

W2,970
展示台 W495 D990 H750/1台

・受付カウンター W990 D495 H750 : 1社につき1台
・折りたたみ椅子 : 1社につき2脚

1小間の場合の LED蛍光灯
電気使用量 ：(21W

495

1
D：

キャビネット

990

2,400

H2,700

990

LEDスポットライト(11W)／2灯
展示台

990

2灯

コンセント

LEDスポットライト
2灯

2)＋700W＋22W＝764W

キャビネット W990 D990 H750/1台

［パッケージ・ブース(1小間) Aタイプの内容］
1社につき1ヶ

・展示台(W495*D990*H750)／1台

・貴名受／

・キャビネット(W990*D990*H750)／1台

・LEDスポットライト(11W) ／2灯

※上図に記載の備品のうち、以下は標準設備となります。
・パンチカーペット(主催者指定色)

・社名板／1社につき1枚

・受付カウンター／1社につき1台

・パラペット(主催者指定色)

・LED蛍光灯／1小間につき2灯 ・折りたたみ椅子／1社につき2脚
・100V 2口 コンセント(700W)／1社につき1ヶ所

※パラペット及びパンチカーペットのカラーは、主催者の指定色と致しますので、色を選ぶことは出来ません。
※小間までの電気幹線工事費及び電気使用料金については、実施細則に記載の基準に従った別途費用がかかります。
※上記に備品等を追加することもできます(有料)。7月下旬にお送りするパンフレットの「パッケージブース・オプション備品申込書」
に明記してお申し込み下さい。詳しくは右記［(株)テン］までご相談ください。

［システムパネル小間の注意事項］
◆1小間サイズ：2,970(間口) 1,980(奥行) 2,700(高さ)
◆基礎システムパネルは、両面とも白色仕上げです。(ビニールコーティング合板)
◆基礎システムパネルは、ビニールコーティング合板ですので直接装飾・加工を施すことはできません。
◆基礎システムパネルの部材(パネル板、ポール、ビームなど)は、切断、釘打ち、穴あけ等の加工はできません。
◆システムパネルに押しピン、画びょう、両面テープなどの粘着性の強いものは使用できません。
(セロテープなどを使用した場合は撤去の際に必ずはがしてください。＝原状復帰が原則です＝)
◆パネルなどを展示する場合は、S管金具とくさり、またはベルクロテープを使用してください。
※重い展示物はシステムパネルに取り付けることはできません。
◆通路に面したシステムパネルは取り外すことができます。
ご希望の場合は下記までご連絡ください。
ブース仕様に関する
お問合せ先

(株)テン

住所：〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル9F
E-mail：jasis@teninc.co.jp
TEL：03-3842-7710
FAX：03-3842-7720

担当：神坂・小倉

※以上の内容は、変更する可能性もございますので、ご了承ください。

研究機関コーナー
学協会コーナー

パッケージ・ブース

B タイプ

パラペット裏 : LED蛍光灯21W
1小間につき2灯

￥51,600 /1小間 (税別・出展料別)
［平面図］

社名板 (和/英 表記) W1200H200 : 1社につき1枚
システムパラペット(カラー)H300

システムパネル壁面

2970
990

990

990
100V 2口 コンセント(700W)
1社につき1ヶ所

300

○○○研究所
ABCDEFGHIJKLMNOPQ

LEDスポットライト(11W)／3灯
990

LEDスポットライト(11W)／3灯
キャビネット

展示台

展示台

1980

80
1,9
貴名受 : 1社につき1ヶ

貴名受 : 1社につき1ヶ
パンチカーペット
受付カウンター
1社につき1台
LED蛍光灯21W

750

750

LED蛍光灯21W

システムパラペット H300

社名板 (和/英 表記) W1200H200 : 1社につき1枚

パンチカーペット

・受付カウンター W990 D495 H750 : 1社につき1台
・折りたたみ椅子 : 1社につき2脚

1小間の場合の LED蛍光灯
電気使用量 ：(21W

W2,970
展示台 W990 D990 H750/2台

495

D：

990

2,400

H2,700

折りたたみ椅子 : 1社につき2脚

990

2灯

コンセント

LEDスポットライト
3灯

2)＋700W＋33W＝775W

キャビネット W990 D990 H750/1台

［パッケージ・ブース(1小間) Bタイプの内容］
1社につき1ヶ

・展示台(W495*D990*H750)／2台

・貴名受／

・キャビネット(W990*D990*H750)／1台

・LEDスポットライト(11W) ／3灯

※上図に記載の備品のうち、以下は標準設備となります。
・パンチカーペット(主催者指定色)

・社名板／1社につき1枚

・受付カウンター／1社につき1台

・パラペット(主催者指定色)

・LED蛍光灯／1小間につき2灯 ・折りたたみ椅子／1社につき2脚
・100V 2口 コンセント(700W)／1社につき1ヶ所

※パラペット及びパンチカーペットのカラーは、主催者の指定色と致しますので、色を選ぶことは出来ません。
※小間までの電気幹線工事費及び電気使用料金については、実施細則に記載の基準に従った別途費用がかかります。
※上記に備品等を追加することもできます(有料)。7月下旬にお送りするパンフレットの「パッケージブース・オプション備品申込書」
に明記してお申し込み下さい。詳しくは右記［(株)テン］までご相談ください。

［システムパネル小間の注意事項］
◆1小間サイズ：2,970(間口) 1,980(奥行) 2,700(高さ)
◆基礎システムパネルは、両面とも白色仕上げです。(ビニールコーティング合板)
◆基礎システムパネルは、ビニールコーティング合板ですので直接装飾・加工を施すことはできません。
◆基礎システムパネルの部材(パネル板、ポール、ビームなど)は、切断、釘打ち、穴あけ等の加工はできません。
◆システムパネルに押しピン、画びょう、両面テープなどの粘着性の強いものは使用できません。
(セロテープなどを使用した場合は撤去の際に必ずはがしてください。＝原状復帰が原則です＝)
◆パネルなどを展示する場合は、S管金具とくさり、またはベルクロテープを使用してください。
※重い展示物はシステムパネルに取り付けることはできません。
◆通路に面したシステムパネルは取り外すことができます。
ご希望の場合は下記までご連絡ください。
ブース仕様に関する
お問合せ先

(株)テン

住所：〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル9F
E-mail：jasis@teninc.co.jp
TEL：03-3842-7710
FAX：03-3842-7720

担当：神坂・小倉

※以上の内容は、変更する可能性もございますので、ご了承ください。

