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ホームページ（Web公開用）

ホームページ
（Web公開用）

※任意

※任意E-mail（Web公開用）

所在地（Web公開用）

担当者 TEL

担当者住所

（和文）

（英文）

出展に関する事務局からの連絡は、
すべて出展担当者様あてにお送りします。

担当者 FAX 担当者 E-mail

出展代表者の部署・役職名

出展代表者氏名
※会社の代表者以外でも可。

フリガナ

出展担当者の部署・役職名

出展担当者氏名

太字枠の部分は招待券および公式Webサイト公開時の原稿となります。

5．出展製品 製品の固有名称・品番ではなく一般名称・種類（押出成形機、取出しロボットなど）を記入してください。 

2021 名古屋プラスチック工業展 出展申込書
ウェブサイトで申込書の記入とプリントアウトができます。　　http://nagoya-platen.com/

主催者が定める一連の規約を遵守することを承諾し、下記の通り出展を申し込みます。（裏面に規約を掲載）

申込日 年 月 日

1．出展申込者

3．小間数および料金［税込］

4．小間の形状

2．共同出展者の届出 他社と共同で小間を共用する場合は、その会社名と連絡先を届出ください。小間を個別に申し込んだうえで、隣接または合体させるなどの場合、届出は不要です。
出展料金の請求や出展に関する連絡は、すべて出展申込手続を行った幹事会社あてとなります。

該当の小間の種類に□  のうえ、申込小間数と料金をご記入ください。

＊

10．出展製品のサイズ

11．出展者プレゼンテーション 申込

12．会場マップ広告 掲載申込

希望の形状に□  してください。　※事務局より調整のご相談をさせていただく場合があります。

6．出展製品のセールスポイント（公式ホームページに記載しますので、50文字以内でご記入ください。）

7．出展ゾーン 出展を希望するゾーンに1つだけ□  してください。ブース内の配置に関しては、出展物の分類の他、会場構成などを総合的に勘案し、決定します。
そのため、明確な境界を持たない緩やかな区画になる可能性があります。

□ 成形機
□ 成形関連機器/周辺装置
□ 二次加工機
□ 成形機部品/付属品
□ 重合・コンパウンド設備

■プラスチック機械 ■□ リサイクル・廃棄物処理関連機器・装置

■□ 工場内設備/スマートファクトリー関連機器・装置

■□ 計測・検査・試験・測定器・制御装置

■□ 金型関連装置・資材

■□ 製品

■□ その他□ 造形機器、装置、周辺機器・技術
□ ３Dプリンター用材料
□ ソフトウェア
□ 評価・測定・制御デバイス

■プラスチック３D造形・加工

■□ 原材料・添加剤

■□ FRP

□ 生分解性プラスチック
□ 植物由来系プラスチック
□ CO２削減型プラスチック

□ セルロースナノファイバー
□ 再生プラスチック

■環境配慮型プラスチック（環境負荷低減材料）

共同出展会社・団体名

申込

□

□

□

□横列小間
（制限なし）

①1面が通路に面します。　　②3小間以下の場合は自動的に横列になります。

③4小間以上の場合は2面または3面が通路に面します。

①3面が通路に面します。 ②4小間以上で指定できます。

①4面が通路に面します。

①4面が通路に面します。　　②12小間以上で小間形態が指定できます。　　

□複列小間
（4小間以上）

□島小間
（6小間以上）

□島小間・
平米渡し

（12小間以上）

屋内小間〔一般〕

6小間以上〔島小間可〕

屋外小間

￥264,000／〔約9㎡〕

￥237,600／〔約9㎡〕

￥132,000／〔約9㎡〕

小間

小間

小間

￥

￥

￥

小間の種類 単価（a）（税込み） 申込数（b） （税込）出展小間料金（a）×（b）

連絡担当部署・役職・担当者名 小間の社名板の表記TEL E-mail

出展申込締切日：2021年5月31日（月）

支払期限：2021年6月30日（水）（申込書を受理後、請求書をお送りします。振込手数料はお申込者様でご負担をお願いします。）

①ユーザーが競合するなどの理由により、小間が隣接または向かい合わせ
になることを避けたい企業がある場合は、その企業名をご記入ください。

□給水・排水工事 □圧縮空気（エアー） 　□電気工事（100V・200V） 　アンカー打込工事 □その他特殊工事

②共同受注、技術提携などの理由により、小間を隣接または向かい合わせ
にすることを希望する企業がある場合は、その企業名をご記入ください。

③その他、小間の位置に関するリクエストがある場合はご記入ください。

9．設備工事 機械などの実演の為に、小間内で下記の設備工事を予定している場合は□  してください。 正式には、別途申込書（後送）を提出していただきます。
現段階で予定があれば　  してください。（小間レイアウトの際の参考にさせていただきます。）

重量5トンを超える製品の出展予定　⇒ □あり □なし

本利用料は１セッション（60分）11,000円（税込）です。（定員60名）
開催日時が決定した後に請求書をお送りします。
お支払いは2021年6月30日（水）までにお願いします。

高さ4.5ｍを超える製品の出展予定　⇒ □あり □なし

開催希望枠（A～Jで選択）

￥　　　月　　　日　　　時

開催希望日時 金額

事務局使用欄
受付日 受付No. 受付者印 承認印

出展料などの支払が6月30日（水）を過ぎる場合、支払日をご記入ください。 2021年 月 日

会場マップ広告 展示会当日に配布する会場マップに掲載する広告です。 天地91㎜ × 左右110㎜

※料金は完全データ支給の場合です。広告原稿の制作費用は含みません。

広告内容 サイズ 金額 ［税込］

①広告掲載の申込期限：2021年7月16日（金）　②広告掲載申込は先着順とさせていただきます。 
③広告原稿の締切は2021年7月31日（土）（印刷に使用できる完全データで入稿の場合）です。

¥55,000

NAGOYA
PLASTIC
INDUSTRIAL FAIR
2021

《ご注意》
公式Webサイトから
リンクします

《ご注意》 公式Webサイト
 からリンクします

《ご注意》
来場者からの問い合わせ先
としてWebで公開されます

小間 小間
（　　　　　m） （　　　　　m）

×
× ③希望のサイズをメートル単位（1小間1辺＝3m。12小間の場合、

（9m×12m）
3小間×4小間

（6m×18m）
2小間×6小間）又は でご記入ください。

□する
□しない

8．小間の位置に関するリクエスト 位置、形状等に関してはできる限りご要望を承りますが、ご希望に沿いかねる場合もありますのでご了承ください。

※任意

1小間

1小間

1小間

※左記図は2小間の例

※左記図は4小間の例

※左記図は6小間の例

（※任意）

□   



1 出展資格 11 会場マップ広告掲載申込後の解約

2 出展スペース料金に含まれるもの

3 出展スペース料金に含まれないもの

4 出展申込後の解約

申込書受理日から出展者説明会前日まで
2021年出展者説明会当日以降

5 支払日と支払方法

6 危険物等の持ち込み

7 実演上の注意・事故防止

8 原状回復

9 各種工事の諸経費の負担

10 立ち入り点検

出展申込書の内容を確認後、請求書を送付いたしますので、2021年5月31日（月）までにお支払いください。
。すましい願おに行銀の記下は合場の込振。いさだくてし記明を」日定予払支「、に書込申展出

三菱UFJ銀行　栄町支店　普通　247021
口座名　（株）日刊工業新聞社　名古屋支社

（1）引火性・爆発性の危険物の持ち込みを禁止します。また、その他消防法に定められる危険物・裸火を使用する物については、所轄
明説ごてに会明説者展出ては、いつにどな件条除解み込ち持の物険危（。すまし止禁をみ込ち持は外以物たけ受を諾承の署消防

いたします）
（2）主催者の承諾を得られなかった物、関連法令に抵触するおそれがある物、および公序良俗に反する物の持ち込みを禁止します。

（1）出展物の実演は自由ですが、はなはだしい音響・発煙・発光・臭気を伴うもの、または危険を伴う実演は中止を願うことがあります。
（2）実演によって生じた生ゴミ・展示廃棄物は出展者が処理してください。会場内に廃棄しないようにお願いします。
（3）出展者は搬入出、展示、実演にあたり最善の注意を払い事故防止に努めてください。また、出展者は万全の処置を講じ、責任者の

常駐をお願いします。主催者自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につきー切の責任を負いません。

（1）出展者は、本展示会の会期終了後、所定の搬出期間を経て出展小間を現状に回復しなければなりません。ただし、出展者が原状回
復工事を行わない場合は、主催者において同工事を行い、その費用は出展者が負担するものとします。

（2）出展者が出展小間の明け渡し後、出展者の残物がある場合、主催者により当該の出展者へ連絡した後、残物を処分できることと
します。また、その処分にかかる費用については、出展者が負担するものとします。

（1）小間内照明および実演に要する電気料ならびに配線工事費は出展者の負担となります。
（2）電気使用申込、使用料金規定などの詳細については出展者説明会（2021年7月15日開催予定）にて出展者に通知いたします。
（3）小間内に給排水・エア・臨時電話が必要な出展者は出展者説明会後にお申し込みください。
（4）実演などに使用する給排水・エア・臨時電話料金は出展者の負担となります。

（1）主催者および展示会の警備・防災担当協力会社は、防火・防災対応のため、必要と認められた際は出展者の了解の上、小間内を点
検することができます。

（2）搬入時、および会期中、主催者は防火・防災担当の管轄の行政指導により小間内を点検いたします。出展者が点検時に行政指導を
受けた場合は、速やかにその指導に従うこととします。

申込書受理日から会期終了までの解約・変更は原則として認められないものとします。

12 小間位置の決定

13 小間の転売・転貸等の禁止

14 出展物（出展製品および装飾物等）の設置および撤去

15 展示会場の使用

16 出展物の管理と免責

17 損害賠償

18 展示会開催の中止・延期・短縮

19 その他の規定

20 規約の遵守

  名古屋プラスチック工業展2021 出展規約

※出展者説明会は、 7月15日を
予定しています。

（書籍・DVDは除外）

（1）

（2）

（3）

天災、感染症、テロ、国・行政などからの指示・命令、その他不可抗力などにより展示会開催が著しく困難となった場合、主催者は
開催前または開催期間中であっても、開催中止、開催期日・開催時間の短縮、開催延期を行うことがあります。その場合、主催者が
上記の決定後、速やかに出展者に通知・公表することとします。なお、この決定および実行により被る出展者の損害について、主催
者は一切の責任を負わないものとします。

小間位置は、出展物の種別、形状、分野、出店規模・実績、会場構成などを総合的に勘案し、主催者事務局が決定します。また、主催者
事務局は、官公署の指導他、本展示会全体に関する判断に基づき、小間位置の公表後も小間を再配置する権利を有します。その
際、出展者は小間位置の変更に対する賠償請求はできません。

主催者は、「出展申込書」を受理した後、審査を実施します。受入の旨を出展申込者に通知した日に「出展契約」が成立します。「出展契約」
の成立後は、小間の解約・小間数の削減は原則として認められないものとします。やむを得ない理由により小間の解約・小間数の削減を
希望する場合、文章にてその理由を明記し、事務局の承認を得てください。出展を取り消された場合、下記のように解約料を申し受けます。

開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、主催者は既に発注した経費を差し引いた出展料金の残額を出展
者に返却します。

開催中に発生した不可抗力事由により開催期日・開催時間を短縮した場合においても、出展者への小間料金の返金および出展者
が要した費用の補償等は一切行いません。

NAGOYA
PLASTIC
INDUSTRIAL FAIR
2021

行って

解約日
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