.#70&4;

+06'40#6+10#.
%+012'4#6'&

出展申込書
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早期申込締切

2020年4月30日

通常申込締切

2020年6月30日

※必ず控えをとって原本をご送付下さい。

「出展のご案内」の内容と出展規程に承諾の上、第5回国際コインランドリーEXPO2020への出展を下記の通り申し込みます。

■出展申込欄

申込日

※お申し込み後、社名、所在地、電話番号、担当者等に変更があった場合は、速やかにご連絡下さい。

年

月

日

フリガナ

（和文）
出展ブース名
（英文）
ご請求先

印
フリガナ

代表者名

役職

氏名

共同出展者

□あり・□なし

前回出展実績

□あり・□なし

※共同出展者1社／団体につき50,000円（税別）の登録料がかかります。

印

共同出展者名：

第4回国際コインランドリーEXPO2019（

※連続出展割引は第4回国際コインランドリーEXPO2019に
ご出展実績がある企業・団体に適用致します。

小間）

会社名

HP アドレス
http://

部署

役職

氏名

TEL:

出展
担当者

FAX:

e-mail:

@

資料等送付先: 〒

出展内容 記入欄
（必須）出展内容が同展示会の出展対象に該当しない場合は、ご出展をお断りさせて頂く場合がございます。

備考欄

出展料金 ※（A）は1小間あたりの料金となります。
新規出展料金（A）基礎小間
通常料金（税別）

パッケージ装飾（B） 追加料金にて基礎小間に下記の備品が追加されます。

早期申込割引（税別）
2020年4月30日まで

□￥260,000 □￥250,000

出展小間数

早期申込割引（税別）
2020年4月30日まで

□￥230,000 □￥220,000

3小間用

小間

連続出展割引（A）
（第4回国際コインランドリーEXPO2019の出展者）基礎小間
通常料金（税別）

2小間用

1小間用

×

出展小間数

×

小間

□ ￥90,000（税別）

□￥140,000（税別）

□￥180,000（税別）

●パンチカーペット／1式
●パラペット
（白色）／1式
●社名板（ゴシック体）／1枚
●受付カウンター／1台
●折りたたみ椅子／2脚
●スポットライト／1灯
●蛍光灯（40W）／2灯
●コンセント／1個

●パンチカーペット／1式
●パラペット
（白色）／1式
●社名板（ゴシック体）／1枚
●受付カウンター／1台
●折りたたみ椅子／2脚
●スポットライト／2灯
●蛍光灯（40W）／4灯
●コンセント／2個

●パンチカーペット／1式
●パラペット
（白色）／1式
●社名板（ゴシック体）／1枚
●受付カウンター／1台
●折りたたみ椅子／2脚
●スポットライト／3灯
●蛍光灯（40W）／6灯
●コンセント／3個

プレゼンテーション（C）
プレゼンテーション料金（税別）

申込枠数

出展者限定プレゼンテーション申込（無料）

□1枠
□1枠
□1枠

出展規模1小間〜11小間

1枠（45分）

□￥70,000

×

枠

出展規模12小間〜20小間
出展規模21小間〜

※ご出展される企業は小間数に準じて、
プレゼンテーション枠がついてきます。
（1小間〜11小間：１枠 / 12小間〜20小間：2枠 / 21小間〜：3枠）
※1枠45分。
会場の都合上、
プレゼンテーション時間は変更になる場合があります。
※先着順にて受付致します。
プレゼンテーション枠
（出展者プレゼンテーション枠も含む）
が埋まり次第、
受付を終了致します。
※申し込み枠数･日時などは事務局にて可能な限り調整いたしますが、
ご希望に添えない場合もございますので、
予めご了承ください。

□2枠
□2枠

□3枠

※基本的な映像・音響設備はプレゼンテーション料金に含まれています。
（設備に関する詳細は事務局までお問い合わせください）
※プレゼンテーションの場所やプレゼンテーションに必要な一部設備は、
事務局にて準備いたしますが、
集客は利用者にて行ってください。

合計出展料金
（A）
基礎小間
¥

+

（B）
パッケージ装飾
¥

+

（C）
プレゼンテーション
¥

=

合計

¥

（税別）

申込手順

本申込書表面に必要事項
り、下記送付先まで署名捺印の上、原本を送付して下さい。
事務局にて受理確認後、
1 すべてを記載し、
2 必ずコピーなど控えをと
3 ご担当者様へ受理確認の
FAXにて
〒104-0045 東京都中央区築地3-3-2 NEWS築地9F
下記まで送信して下さい。

原本送付先

FAX送信先
03-5565-6909

（株）ジェイシーレゾナンス内
国際コインランドリーEXPO事務局
TEL：03-5565-4285

連絡をいたします。

出展規程
１．申込方法

７．出展物規制

「出展申込書」に必要事項を記入し、署名捺印の上事務局宛に
原本をお送り下さい。
（ファクシミリ等不可）

主催者が本展示会開催主旨に沿わないと判断した場合は、
出展をお断りする場合があります。

２．共同出展

８．小間の配置

出展申込および出展小間料金の支払いは代表出展者一社が行って下さい。
共同出展をする場合は1社/団体につき50,000円（税別）の登録料がかかります。

３．申込期限
○早期申込受付期限：4月30日
（木）
○通常申込受付期限：6月30日
（火）
ただし、6月30日
（火）以前であっても、申し込みが予定小間数に
達した日をもって受付締切とします。

○事務局にて出展申込書の受理確認後に、小間配置の調整を行います。
○小間配置は、お申込先着順、出展内容、小間数、搬入出の難易度、設備利
用等を考慮した上で主催者にて決定いたします。
◯原則、通路を挟んでの出展は禁止いたします。
◯小間配置作業を円滑に進めるため、必ず申込み締切り期日までに小間数を決
定し、出展申込書にてお申し込み下さい。
◯主催者は出展者のご希望に沿うように最大限努力いたしますが、全てご希望
通りになるとは限らないことを予めご了承下さい。

９．出展物の管理と保護

４．出展の契約
事務局の出展申込書受領をもって、出展契約が締結されたものとします。

５．出展料の支払い
出展申込書を受領後、出展料の請求書を送付しますので
所定の期日までに指定口座にお振込み下さい。
支払期限：2020年7月31日
（金）
振 込 先：三菱UFJ銀行 築地支店（普通）0056398
口座名義：
（株）
ジェイシーレゾナンス

◯会場内での出展物の保全につきましては、主催者は最善の保護と管理にあた
りますが、万一発生した火災、盗難、紛失、損傷その他の事故等についての損
害負担、賠償等の責を負いません。
◯万一の事故に備え、出展物等には保険を掛けることをお勧めします。

１０．開催の変更・中止
主催者は、天災その他の理由により会期を変更、
または開催を中止することがあ
ります。主催者はこれによって生じた損害を補償しません。ただし、開催を事前に
中止した場合は、既納の小間料金の全額または一部を返還します。

６．出展申込の解約及び小間数の変更

１１．規程の細則・変更

出展申込書提出後（契約後）の解約は原則として認められません。
ただし、主催者にてやむを得ないと認めた場合は下記基準に従って
解約料をお支払い頂きます。
◯解約料
2020年6月30日
（火）
までの解約
出展料の50％
2020年7月1日
（水）以降の解約
出展料の全額
◯解約日は書面による解約通知を事務局が受領した日とします。
解約日をもってその小間に対する契約は失効するものとし、
本項に定める解約料が発生します。
◯2020年9月23日
（水）
までに出展小間の展示準備を開始しない時は、
その小間に対する契約は失効し、本項に定める解約料が発生します。
◯出展申込書提出後に小間数を減じる場合は、早期申込の割引適用を
除外するとともに、通常料金の申し込みであっても減じた小間に対しての
キャンセル料を申し受けますのでご了承下さい。

◯この規程に挙げた事項および展示会運営に関する事項についての細則は、主
催者が別に定める
「出展準備要項」やその他の文書をもって通知します。
◯主催者はやむを得ない事情があるときは、会期やこの規程の一部を変更する
ことがあります。

１２．個人情報の取り扱いについて
お客様の個人情報は、本会主催の展示会の各種案内のため使用させていただ
きます。なお、個人情報は、本展示会の設備関係業者や配送の依頼等で秘密保
持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知
おき下さい。個人情報保護ポリシーについては、本展示会ウェブサイトのトップ
ページ（http://iclexpo.com）のプライバシーポリシーをご確認下さい。

プレゼンテーション利用規程
１．申込方法
表面の「プレゼンテーション（C）」欄に申し込み枠数をご記入ください。

２．申込期限
2020年6月30日
（火）以前であっても、申し込みが予定枠数に
達した日をもって受付締切とします。

３．プレゼンテーションの契約
事務局のプレゼンテーション申込書受領をもって、
プレゼンテーション利用契約が締結されたものとします。

４．プレゼンテーション料金の支払い

◯解約日は書面による解約通知を事務局が受領した日とします。
解約日をもってそのプレゼンテーションに対する契約は失効する
ものとし本項に定める解約料が発生します。

６．プレゼンテーション内容の規制
主催者が本展示会開催主旨に沿わないと判断した場合は、
プレゼンテーションの実施をお断りする場合があります。

７．開催の変更・中止
主催者は、天災その他の理由により会期を変更、または開催を中止することがあ
ります。主催者はこれによって生じた損害を補償しません。ただし、開催を事前に
中止した場合は、既納のプレゼンテーション料金の全額または一部を返還します。

プレゼンテーション申込書を受領後、プレゼンテーション料金の
８．規程の細則・変更
請求書を送付しますので所定の期日までに指定口座にお振込み下さい。
◯この規程に挙げた事項および展示会運営に関する事項についての細則は、主
支払期限：2020年7月31日
（金）
催者が別に定める「出展準備要項」やその他の文書をもって通知します。
振 込 先：三菱UFJ銀行 築地支店（普通）0056398
◯主催者はやむを得ない事情があるときは、会期やこの規程の一部を変更する
口座名義：
（株）
ジェイシーレゾナンス
ことがあります。

５．プレゼンテーション申込の解約
プレゼンテーション申込書提出後（契約後）の解約は原則として
認められません。ただし、主催者にてやむを得ないと認めた場合は
下記基準に従って解約料をお支払い頂きます。
◯解約料
2020年6月30日
（火）までの解約 プレゼンテーション料金の50％
2020年7月1日
（水）以降の解約 プレゼンテーション料金の全額

９．個人情報の取り扱いについて
お客様の個人情報は、本会主催の展示会の各種案内のため使用させていただ
きます。なお、個人情報は、本展示会の設備関係業者や配送の依頼等で秘密保
持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知
おき下さい。個人情報保護ポリシーについては、本展示会ウェブサイトのトップ
ページ（http://iclexpo.com）のプライバシーポリシーをご確認下さい。

