
■出展申込小間（土間）数を該当する出展区分ごとに記入してください。

出展区分 申込数 出展料金（税別） 備　　　考

小間出展 小間 23万円 主催者が基礎小間を装飾します

土間出展 土間 19万円 スペース渡しとなります　※4土間以上でお申込みください

研究シーズ
出展 小間 10万円 主催者が基礎小間を装飾します

屋外出展 土間  5万円 スペース渡しとなります　※2土間以上でお申込みください

※屋外出展は、内燃機関の可動を伴う実演などで、屋内出展ができない場合にお申込みを受理させていただきます。
※消費税法に基づき、消費税率は10％となります。

■貴社もしくは、主要出展物の説明を20字以内でご記入ください。 ※HPなどに記載させていただきます。 例：包装・梱包技術

■主たる出展分野に1ヶ所チェックをつけてください。 これに基づき小間割りをします。

□ A 人流を促すモビリティビジネス・情報提供サービス
□ B スマートロジスティクスを支える倉庫設備・保管機器
□ C  商流を支える運輸・商用車・各種運搬車両・運行管理

システム
□ D  物流の生産性を高める梱包技術・包装技術・搬送機器・

搬送システム

□ E  人流と物流の効率化と最適解を導く　AI・ IoT・情報・
通信システム

□ F  物流に活かすドローン・ドローン関連製品・ドローン
関連サービス

□ G 強靭な社会インフラと物流拠点整備・施設開発・管理運営
□ H 研究シーズ（大学・公設研究機関など）

■使用設備など　※小間割りの際に必要となりますので、必ずチェックをお願いいたします。

車両の展示…… □ある　□なし　　裸火の使用…………… □ある　□なし　　給排水設備の使用… □ある　□なし

重量物の展示… □ある　□なし　　館内のクレーン作業… □ある　□なし

［事務局欄］　※記入不要

受付日 受付番号 区　分

～産業力の基盤『モノづくり』を支える～
人流・物流 生産性向上フェア in中部 出展申込書

フリガナ

社　名

代表者 役職 氏名 印

所在地 〒

U R L http:// 本展公式サイトからの
リンクに関して

可・不 可
○をお付けください。

担当者 所属 役職 氏名

連絡先

〒
住所

TEL（ ）　　　　　-　　　　　　　　FAX（ ）　　　　　-

E-mail

人流・物流 生産性向上フェア in 中部の出展規程を了承し、下記のとおり出展を申込みます。
年　　　月　　　日



主なオプション備品などのご案内
主な備品などを下記の料金にて、後日申込みを承ります。出展に際しての予算組みなどの参考にしてください。
また、下記以外のオプション備品もご用意しています。
※備品の仕様は変更になる場合があります。

（税抜価格）

会議テーブル（W1800×D600）
パイプ椅子
白布
貴名受

1本
1脚
1枚
1個

2,400円
700円

1,500円
1,400円

パンチカーペット(5色から選択できます）  1小間(9㎡) 22,000円

┃各種レンタル備品

 電気幹線工事料金(1OOV・200V)
（会期中の電気使用料を含みます）

1kwまで
以降0.5kwごとに

8,000円
（切り上げ） 4,000円

 電気備品レンタル
コンセント(100Ｖ、２口）
LEDスポット（アーム式、6w)
ハロゲンスポット（アーム式、85w)

1個
1灯
1灯

2,600円
4,500円
3,500円

┃電気工事・電気レンタル備品

Aセット 40,000円

●コンセント(100Ｖ、１個）　●アーム式ハロゲンスポット３灯　●電気幹線工事料金１kw
●パンチカーペット敷(３m×３m)

Bセット 53,000円

●コンセント(100Ｖ、１個）　●アーム式ハロゲンスポット３灯　●電気幹線工事料金１kw
●受付カウンター(W９00×D450×H900)＋椅子　●貴名受
●会議テーブル（W1800×D600）＋白布　●パイプ椅子２脚　●パンチカーペット敷(３m×３m)

Cセット 63,000円

●コンセント(１00Ｖ、１個)　●アーム式ハロゲンスポット３灯　●電気幹線工事料金１kw
●受付カウンター(W900×D450×H900)＋椅子　●貴名受
●会議テーブル（W1800×D600）＋白布　●パイプ椅子２脚　●パンチカーペット敷(３m×３m)
●展示台(W990×D495 引き戸付）

┃パッケージセット

┃広告プラン
ホームページバナー広告　掲出期間：2020年12月末日まで
 仕様：100×225pixel、JPEG、完全データ入稿に限ります。

20,000円

公式ガイドブック広告　　表3(裏表紙 裏側）1/2ページ（カラー）
 本文後付 1/3ページ（モノクロ）

35,000円
25,000円
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