JAPAN EXPO IN THAILAND 2017
ジャパンエキスポ イン タイランド 2017

︱ 出 展 募 集 要 項 ︱
JAPAN EXPO IN THAILAND 2017 への出展お申込みに際し、下記①～③をご確認の上、お申込フォームをお送りください。

① ゾーンを選んでください。
イベント会場内には、下記のゾーンがあります。ご希望のゾーンをお選びください。不明な点はご相談ください。
■コンテンツ

アニメ・マンガ・映画・テレビ・ゲーム・音楽など

■トラベル

旅行会社・自治体・テーマパーク・鉄道会社など

■ファッションビューティー

コスメ・アパレル関連

■テクノロジー

家電・ロボット・科学技術など

■食

飲食店会場内で食事の提供をする店舗

■モノ

上記に該当しないすべての物販（食材等）

■伝統工芸

伝統工芸・地域特産品など

■日本留学

日本語学校・専門学校・大学・高校・不動産会社など

■就職

採用目的の在タイ日系企業・日本の会社、人材紹介会社

※各ゾーンの間に境目はありません。
※就職ゾーンを除き、すべてのゾーンで販売活動が可能です。
売上は全額出展者様にてお納めください。（主催者から売上
に対する課金はありません。）
※就職ゾーンを除き、人材募集に関する活動は不可です。
※留学・就職ゾーンを除き、すべてのゾーンでマイクを使用し
て音を出すことができます。（隣接ブースへの配慮はしてく
ださい。）

② ブースサイズを選んでください。
ブースサイズは、大ブース（3mx3m）と小ブース（2mx2m）の 2 種類選択できます。

大
ブース

出展料：85,600 バーツ（VAT 含む）
大きさ：幅 3m ｘ奥行 3m ｘ高さ 2.5 ｍ
備 品：テーブルｘ 1 / イスｘ 4 / 電源（5A まで）

小
ブース

ネームプレート / 照明（蛍光灯）
※躯体なし（スペース、電源（5A まで）のお
申込みも可能です。

出展料：64,200 バーツ（VAT 含む）
大きさ：幅 2m ｘ奥行 2m ｘ高さ 2.5m
備 品：テーブルｘ 1 / イスｘ 2 / 電源（5A まで）
ネームプレート / 照明（蛍光灯）

※ブースをつなぎ合わせて大きなブース（6mx6m、9mx6m、4mx2m、4mx4m など）をお使いいただくことも可能です。
※ 6 ブース以上のご利用の場合、4 方向が通路に面する形で設置が可能です。
※ 4 ブースのご利用の場合、3 方向が通路に面する形で設置されます。

③ ステージを利用しますか？
ブース出展と併せて、JAPAN EXPO IN THAILAND 会場内のステージ上をお使いいただけます。

完売しました。

ミニステージ
使用料：7,490バーツ（VAT含む）／15分間
大きさ：幅4.8mx奥行2.4m

メインステージ
使用料：10,700バーツ（VAT含む）／15分間
大きさ：幅12mx奥行7.2m

※メインステージ、ミニステージのいずれか１つ、会期中に 1 回のみお使いいただけます。時間の指定はできません。

④ 通訳・販売員を手配しますか？
ブースにて通訳が必要な場合は、手配致します。
料金（１日・１名あたり）
日本語 ⇄ タイ語通訳

5,350B（VAT 込）

販売員（日本語不可）

2,140B（VAT 込）

備考
日本語不可

⑤ 追加の電力が必要ですか？
１ブースあたり 5A が標準で付きます。 5A 以上使用される場合、又は夜通し使用される場合は下記の通り別途料金が必要です。
※延長コードの利用は可能です。延長コードは持参いただくか、ブース装飾業者（次頁参照）よりレンタルでお申し込みください。
電力量

追加電力使用量

夜間通電使用料

合計

５A（規定）

なし

3,210B（VAT 込）

3,210B（VAT 込）

15A

6,420B（VAT 込）

6,420B（VAT 込）

12,840B（VAT 込）

30A

9,630B（VAT 込）

9,630B（VAT 込）

19,260B（VAT 込）

⑥ インターネットを使用しますか？
インターネットをご希望の場合は事前の予約と下記の別途料金が必要です。
WIFI アカウント 2,140 バーツ（VAT 込）/1 日 （6,420 バーツ /3 日間）
※１アカウントで１台のみ接続が可能です。
※ポケット WIFI などを持ち込んでいただくことも可能です。
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出展 お申込方法
下記のいずれかの方法でお申込ください。

ウェブサイトから申込

japanexpothailand.jp より、出展お申込フォームを送信してください。

お申込書（別紙）から申込

別紙のお申込書を実行委員会窓口へお送りください。

出展申込締 切 日：2017年 6月 30日

※ブースが完売した場合は、その時点で締め切らせていただきます。

出展 お申込方法
御社情報を日本語及びタイ語（一部）でウェブサイト（ http://japanexpothailand.org ）に掲載いたします。下記資料をご提供ください。
1）お取り扱い商品
2）御社および出展内容の PR 文（300 字以内）
3）下記の画像をご提供ください。
① ロゴ
② イメージ写真 3 点程度 (jpg, gif, pnd 形式のファイル）
③ 動画（動画ファイルへの URL）
4）ステージをお使いになる出展者様
① ステージでの活動に関する PR 文（300 字以内）
② イメージ写真 3 点程度（ jpg, gif, pnd 形式のファイル）
③ 動画（動画ファイルへの URL）

情報提供締切日：2017年7月31日
※お申込後、お早目にお送りください。

出展に際して、各分野の専門業者がサポート致します。それぞれの事業者へ直接ご連絡ください。すべての業者が日本語または日本人対応可
能です。（他の業者にご依頼いただくことも可能です。）

①ブース装飾について
標準では、一般的な白い壁のパーティションで区切られた躯体が用意されています。下記業者は、ブース装飾・施工、什器のレンタル等を提
供致します。
ADDIS（THAILAND）Co.,Ltd.
TEL: +66-2-650-7934

 Mobile: +66-94-480-4822

メール：kawagishi@addis.asia（川岸）
http://addis.asia/

②販売物のバンコクへの輸送について
商品を会場まで届けるには、物流会社へ依頼いただくことになります。荷物はイベント前日の会場でのみ受け取ることができます。通常の荷
物宅配サービスですと、発送時に配達時間指定ができません。時間に余裕を持って発送いただき、タイ国内の倉庫に一旦保管する必要があり
ます。下記業者が保管からイベント前日に会場に届けるサービスを提供致します。
ASUTO GLOBAL LOGISTICS (Thailand) CO.,LTD.
TEL: 038-452-821
Mobile: +66-91-884-1236
E-mail: maehama@aglt.co.th（前浜）
http://aglt.co.th/

◆少量の場合はハンドキャリーで持参いただくことも可能です。
◆実行委員会の住所へ販売物・配布物を郵送することはご遠慮ください。
◆開催期間中はブース以外に、荷物保管スペースを用意しています。出展者
様共有となりますので、大量の荷物保管はご遠慮ください。

③取扱商品が食品・美容商品・医薬品の場合
食品、化粧品、医薬品などをタイ国内にて展示もしくは販売する場合、FDA(Food and Drug Administration of Thailand) の認可を得るこ
とが必要です。下記業者が FDA 承認申請をサポート致します。
APO PLUS STATION(THAILAND) Co.,Ltd.
TEL: +81-3-5800-5900
Mobile: +81-80-9864-7181
メール :t-tominaga@apoplus.co.th（冨永）
http://www.apoplus.co.jp

◆ FDA 承認取得には申請書類作成が必要になります。
まずは、お問合せください。

