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　一般社団法人日本包装機械工業会は、2023年10月3日（火）から6日（金）までの4日間、東京ビッグサイト

（東京都江東区）において、日本包装産業展「JAPAN PACK 2023」を開催いたします。

　JAPAN PACK（ジャパンパック）は、包装業界および関連業界の最新鋭機器・技術・サービスとその

ユーザー・バイヤーが一堂に会する2年に一度の大型商談展示会です。食品、医薬・化粧品、日用品、工業

製品をはじめ生産ラインにおける製造加工・計量・充填・包装・印刷・印字・検査・梱包など各種分野の

最新製品を一貫してご覧いただける展示規模を有し、ご出展ならびにご来場の皆様をはじめ、広く関係

各位よりご好評を頂戴しております。コロナ禍にもかかわらず国内外299社・団体の皆様よりご参画を

得て開催いたしました前回展（2022年2月開催）においては、循環型社会の形成へ向けて包装に希求

される役割の重要性をより一層実感し、当展の開催意義を改めて認識いたしました。

　JAPAN PACK 2023のテーマは『未来への包程式 －当たり前のその先へ－』です。サプライチェーンに

おける自動化・効率化や持続可能な社会の実現へ向けて、包装がこれまで以上に必要不可欠な要素で

あることを当展において発信するとともに、様々な生活必需品の生産から流通、消費、廃棄、再生にわたる

種々のソリューションを『包程式』として具現化することにより、ひいては包装関連業界ならびに需要

業界の魅力ある将来へ向けた発展に寄与すべく、テーマへ思いを込めました。

　会場内では包装機械および包装資材を中心に多種多様な展示公開を通じて、人手不足解消、製造・物流

コスト低減、省エネ・省資源化、安全安心・衛生性向上、ウィズコロナ、アフターコロナに伴うニューノー

マル対応等の喫緊課題へ向けた解決策を提案し、ステークホルダーに対して生産性向上やサステナ

ビリティ推進等の価値を創出いたします。さらにはテーマ展示や特別講演会、専門セミナーなど多彩な

特別企画の併催、積極的な広報・PR活動やオンラインコンテンツの採用等を通じて、商談に直接的に

結びつくビジネスマッチングを促進いたします。

　2017年以来、3回展ぶりに東京ビッグサイト・東展示棟での開催を迎える JAPAN PACK 2023は、

新規ビジネスやブランディングなど効果的なプロモーションを実現する最高の舞台として、大いにご活用

いただけるものと確信しております。是非ともJAPAN PACK 2023へご出展いただけますようお願い

申し上げます。

一般社団法人日本包装機械工業会

会 長    大森 利夫

名　　称 JAPAN PACK 2023 ［日本包装産業展］
Japan Packaging & Manufacturing Technology Show 2023

会　　期 2023年10月3日（火） - 6日（金）　10:00 - 17:00

会　　場 東京ビッグサイト 東展示棟 ［〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1］

開催目的 国内外の包装機械、包装資材、包装材料加工機械、食品加工機械、医薬品・化粧品・日用品製造機
器、物流機器、それらに関連する技術・サービスを展示公開し、産業合理化と国民生活の向上に寄
与するとともに貿易の振興を図り、包装関連業界ならびに需要業界の発展を通じて、より良い社
会の実現に資することを目的とする。

テ ー マ 未来への包程式 ー当たり前のその先へー

主　　催 一般社団法人日本包装機械工業会

後　　援 経済産業省／独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／独立行政法人中小企業基盤整備機構／
日本商工会議所／東京商工会議所／日本包装技術協会／東京ビッグサイト（予定）

開催概要
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That’s why JAPAN PACK 2023

新常態社会におけるJAPAN PACK 2023開催でお届けする価値
リアル空間での展示会開催を通して、JAPAN PACK 2023では以下の価値を提供します。

●五感を刺激する実物機械・製品との出会い。
●対面コミュニケーションでしか得られない情報や新しい関係との出会い。
●業界の全体像および異分野連携を体験的に提供／享受する。
●各種報道を通じた網羅的情報収集により産業界の考えが可視化される。

➡  展示会＝出展者と来場者が “生の声” で繋がる場所

当たり前の、その先へ――

“包装”が拓く未来への最先端が集結。

見て、聞いて、触れて、体感。

だから、JAPAN PACKは選ばれる。

生産現場の自動化とダイバーシティ化へ。包装は、もっと“人”に優しくなる。

SDGs達成とカーボンニュートラル実現へ。包装は、もっと“地球”に優しくなる。

そんな、優しい未来が、豊かな未来が、魅力あふれる未来が、この先で待っている。

さぁ、今ここから始めよう。

課題解決策をともにつくる、“共創”の場。
だから選ばれる。

JAPAN PACKのコア・コンピタンスは、包装機械メーカーが主役の総合展である
こと。だから、革新的なアイディアや新技術に出逢った後に「それをどうやって具現
化するか」まで一気通貫で濃密な商談空間になるのです。答えを見つけるのは、出展
者と来場者か。出展者と出展者か。もしかしたら来場者と来場者かもしれません。
これが展示会の、リアル空間の強みです。

多彩な発信チャネルで、“あなた”への解がみつかる。
だから選ばれる。

来場者ひとりひとり、求めている情報の進度も深度も異なります。だから、JAPAN 
PACKで出逢えるのは出展者ブースに並ぶ展示品だけはありません。各界の第一人
者が揃い踏みする各種講演会・セミナー、産業界が横断的に連携する主催者企画コー
ナー、そしてオンラインコミュニケーションや動画を活用したバーチャル技術など、
ひとりひとりのニーズに応える答えが待っています。

業界にも生活者にも届く、“未来”づくりのプラットフォーム。
だから選ばれる。

社会になくてはならない包装産業が向き合う課題は、当然社会にとっても最注目の
キーワード。だから、展示会場に集う報道関係者は媒体も題材も多種多様。テレビも
全国紙も業界専門紙誌もオンラインメディアも、産業向けから生活者向けまで幅広
いプロフェッショナルたちが記事の種を探しています。製品や技術はもちろん、未来
に向けたビジョンやパーパスを発信する場としてもご活用ください。
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開 催 テ ー マ

第1類 包装機械／荷造機械

包装用計量機／計数機、充填機、製袋充填包装機 （給袋充填包装機も含
む）、容器成形充電包装機、ラベル貼機、印字機、小箱詰機（カートナー）、上
包機、シール機、収縮包装機、真空包装機／ガス置換包装機、梱包機（バン
ド掛機／ひも掛機）、外装荷造機械及び関連設備

第2類 包装資材・容器

紙／板紙製品、プラスチック製品、金属製品、木／布／ガラス、緩衝材、そ
の他の包装資材

第3類 印刷機械・関連機器／包材加工機械

オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、オンデマ
ンド印刷（デジタル印刷）、インキ、その他の印刷機・関連機器、製袋機、緩
衝材付き製袋機、スリッター／リワインダー、紙／板紙加工機械、緩衝材
製造器、プラスチック加工機械、その他の包装材料加工機械

われわれの生活に欠かすことのできない包装および関連産業の最新機器・技術を展示公開、そして体験。バリュー

チェーンで全体最適を実現する「包程式」が、あらゆる生活必需品の生産から流通、消費、廃棄にわたる多種多様な

課題を解決する。見せつけよう、包装のチカラを。

※3R+……JAPAN PACKは3R（Reduce・Reuse・Recycle）に加えてRenewable（再生可能）・Replace（代替）といった視点で地球環境の課題解決を推進します。

第4類 ロボット／機械部品・要素技術／包装関連機械／検査機・検出機

ハンドリングロボット（選別／供給／整列／集積）、協働型ロボット、その
他の包装用ロボット、空圧・油圧機器、工業用刃物（ナイフ・カッター）、エ
アーシャフト、ヒーター、モーター／変減速機／間欠装置、歯車／チェー
ン／ベルト、ポンプ／タンク／配管、センサー／タイマー／温度調節
器、電気・電子制御機器、コントローラー／サーボモーター／タッチパネ
ル、工具、その他のコンポーネント、整列機、自動供給装置（被包装品、ト
レー）、小袋／カード投入機、バッファー装置、接着剤／ホットメルトアプ
リケーター、バーコードリーダー、容器洗浄機／洗びん機、静電気除去機、
ストロー／スパウト装着機、打栓機、キャッパー／キャップシーラー、搬
送装置（コンベヤ類）、その他の包装関連機器、重量選別器、金属検出機、ピ
ンホール検査機、異物検査機、X線異物検出機、印字検査機、色彩選別機、形
状選別機／外観検査機、画像処理装置、その他の検査機・検出機

第5類 食品加工機械・関連機器

精米麦機械、製粉機械、製めん機械、製パン・製菓機械、生菓子（最中、もち、
団子）製造機械、せんべい製造機械、牛乳加工／乳製品製造機械、肉類加工
用機械、水産物加工用機械、飲料製造用機械、製茶機械、厨房機器、鮮度管
理・品質保持、その他の食品加工機械

商品力向上の
価値を創出する。

食品、医薬・化粧品、日用品、工業製品等、
あらゆる商品の製造業界へ。
DX推進、人手不足解消、製造コスト低減、消費期限延長、商品の安全安心、プラス
チックの適正使用（活プラ）、省エネ・省資源化、サステナビリティ推進による企業
価値向上等の課題に対する解決策や取り組みを発信。

販売力促進の
価値を創出する。

スーパーマーケット、コンビニエンスストア、
ドラッグストア、ECサイト等の小売流通業界へ。
人手不足解消、物流コスト低減、製品保護、購買意欲喚起、生活に調和する包装形
態、商品ロス削減、回収～リサイクル網の構築、販売現場およびバックヤードでの
衛生対策等の課題に対する解決策や取り組みを発信。

持続可能社会×包装の
価値を宣言する。

あなたへ。
扱いやすい包装形態、リサイクルしやすい包装形態、超高齢化社会、生活・購買の
多様化、衛生性の担保、3R+推進、エシカル消費、プラスチックの適正使用（活プ
ラ）、使用済みパッケージのエネルギー活用、包装産業・関連産業の活性化と発展、
人材育成、循環型社会の構築、脱炭素社会の実現等の課題への取り組みを発信。

出展募集対象
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第6類 医薬品・化粧品・日用品製造機械・関連機器

混合器、造粒機、コーティング機、打錠機、分包機、攪拌機、混練機、能書折り
機、ロンド詰機、アンプル熔封機、パップ剤塗工機、オムツ・ティッシュ加工
機、マスク製造機、ナプキン製造加工機、その他の医薬・化粧品関連機械

第7類 環境対策機械・関連機器

圧縮梱包機（ベーラー）、粉砕機、生ごみ処理機、廃棄食品分離機／破袋機、
廃棄物選別器、廃棄物リサイクル／発泡スチロール減容機、洗浄機・掃除
機・集塵機、焼却炉・焼却施設、純水装置・飲料製造用水、その他の環境関連
機器

第8類 衛生管理機器・資材

衛生資材、衛生管理機器、その他の衛生管理機器・資材

第9類 物流機械・関連機器／店舗設備機械

運搬車、コンテナ、コンベヤー、仕分け／ピッキングシステム、パレット、
情報機器、バーコード・二次元コード作成機／読み取り装置、その他の流
通関連機器・サービス、冷蔵ショーケースなど

第10類 デジタル技術／ソフトウェア

IoT、AI、その他のデジタル技術、IoTソリューション、AIソリューション、
その他のソフトウェア

第11類 エンジニアリング・システム

工場建設／プラント設計施工、クリーンルーム、HACCP対応システム、
GMP対応システム、情報管理システム、その他のプラントエンジニアリ
ング

第12類 団体／プレス／研究・教育機関／人材サポート／その他

団体、プレス、研究機関、教育機関、人材サポート、規格・法令、書籍、その他

以下の4項目に対応する〈包装の新しい価値〉を展示公開する場としてJAPAN PACK 2023を開催する。

展 示 テ ー マ

ライフサイクル基点の包装企画設計、プラスチックの適正使用（活プラ）
および使用量の削減、新素材・代替素材の開発、使用済みパッケージのエ
ネルギー活用、3R+推進、食品ロス削減や食のロングライフ化、エシカル
消費への対応等、持続可能社会への対応に向けた製品・技術・サービス

持続可能社会への
対応

DXによるサプライチェーン強靭化、サプライチェーンマネジメント全体
最適化、生産現場のダイバーシティ対応、省人化・省力化、リモート生産体
制ニーズ、原料ロス削減・合理化による製造コスト低減、物流・輸送コスト
低減等、生産性向上に寄与する製品・技術・サービス

生産現場の
自動化・効率化

衛生性の担保、流通における商品の品質保持・保護・信頼性担保、偽造品流
出の防止、誤飲誤食の防止、服薬管理、品質保証、容器包装に関わる法規制
への対応等、人々の安全安心を支える製品・技術・サービス

安全安心の実現

異分野連携の加速、BCP対応、リモートワーク・シェアリングエコノミー
への対応、食習慣の変化、EC市場の拡大、日本製品の輸出、生産拠点の整
備、企業連携の促進、包装産業人材の育成、インバウンド消費、メタバース
普及による商習慣・消費活動の変化等、包装および関連産業の市場拡大に
対応した製品・技術・サービス

市場の拡大
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ビジネス機会の創出を多角的にサポート

新規見込み顧客の獲得から深耕営業、そして商談、受注へ―会期中はもちろん開催前も含めて
様々なコンテンツを設け、出展者の皆さまにひとつでも多くのビジネス機会を創出いただけるよう、
一貫してサポートいたします。

出展効果をさらに高めるサポートサービス&ツール

■ONLINEコミュニケーション&プロモーション
当展公式ウェブサイト内に、会期前から出展者ごとの“WEBブース”を開設。

製品紹介動画や資料ダウンロードによる事前PR、訪問者ログ取得からの深耕営業

など、自社の営業方針に適したWebマーケティングで、出展効果を最大化でき

ます。

■出展者セミナー
主催者が用意する特設ステージで、新製品・新技術をプレゼンテーション。ブース

での製品展示とセミナー形式の相乗効果で五感に訴えかけ、来場者の記憶に残る

プロモーションが可能になります。

■企画展示コーナー（GX／DX）
包装産業を取り巻く社会課題に対する解決策をご提案。今回はGX（グリーン・

トランスフォーメーション）とDX（デジタル・トランスフォーメーション）を

題材に、企画展示でヒントを得た来場者を出展者ブースへ送客いたします。

■JAPAN PACK AWARDS
2009年にはじまり今回で第8回を迎える表彰制度で、出展者が日頃から取り

組んでいる技術研究・開発の成果を広く発信。最優秀賞・優秀賞を獲得された

製品を対象に、会期中には報道関係者を招いた表彰式を執り行います。

■包装相談コーナー
“お困りごと”を抱えた来場者に包装のプロが直接お応えする、当展オリジナルの

目玉コーナー。出展者にご提供いただく最新技術情報と主催者独自のデータ

ベースで、来場者ニーズに合致する出展者をご紹介します。
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■ユーザー層へのダイレクトなアプローチ
（DM発送・メールマーケティング・WEBプロモーション）
主催者が保有する5万名以上のリスト活用や関連機関・団体との連携により、

紙媒体・電子媒体の両面から“包装”に関心をお持ちの方々へ積極的に開催告知

を実施します。

● JAPAN PACKに来場実績のある方々

●主催者のセミナー・その他事業にこれまで参加された方

●ユーザー企業の代表者・経営者層

●ユーザー企業の工場長・製造部門長

●ユーザー企業の包装企画部門長

●ユーザー企業のSDGs担当者

●環境負荷低減や生産性向上に取り組む研究者

●包装リサイクル網に取組む自治体担当者

●官公庁

来場ターゲット向けプロモーション

持続可能な社会の実現へ、サプライチェーンの課題解決へ－
包装の価値を積極発信
食品・医薬品・化粧品・日用品・工業品などのあらゆる製造業や小売・流通業界、TV・新聞・業界紙な
どの各種報道機関、そして生活者や業界の未来の担い手へ。幅広い業界・業種の方々へ向けた来場
誘致プロモーションを積極的に展開します。

■国内外展示会への参加／
事前セミナーの開催を通じたプロモーション

様々な関連展示会との連携により、案内資料配布やポスター掲出などを実施し

事前PRを推進。さらに包装関連セミナーを随時開催し、ユーザー業界のニーズに

応える最先端情報を発信。その具現化が見られる場所として展示会来場を訴求し

ます。

■広告・パブリシティの活用
主要な産業／業界紙誌を中心として広告を掲載し、広く一般に向けた開催告知を

展開。また、記者発表会やプレスリリースの実施で報道関係者にタイムリーな情報

提供を行い、記事掲載や特集の気運を醸成。
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JAPAN PACK 2023は、新型コロナウイルス感染症に対する関連機関のガイドライン（※）に沿って、今後の感染状況

などに適宜対応し、状況にあわせた感染防止対策を講じながら開催に向けて準備を進めてまいります。詳細について

は、その時点での感染状況を踏まえて出展者説明会やウェブサイト、電子メールなどを通じて適宜ご案内いたします。

出展者の皆様には2023年5月頃配布予定の『出展マニュアル』に記載するガイドラインと主催者からのご案内を順守い

ただいたうえで、関係者の安全安心と実りあるビジネスマッチングの両立にご協力ください。
※政府・新型コロナウイルス感染症対策本部が示す『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』ならびに『展示会等における新型コロナウイ
ルス感染防止のための対応方針（東京ビッグサイト）』および『展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン（日本展示会協会）』、その他
主催者が必要と認めるガイドライン

JAPAN PACK 2023の出展料に含む

基本メニューとして、全ての出展者様に

“WEBブース”をご利用いただけます。当

展は東京ビッグサイトと公式ウェブサイ

トの両会場で“ハイブリッド展示会”とし

て開催し、時間や場所の制約なく、新しい

出会いの機会創出を促進します。“WEB
ブース”では、会社紹介映像・製品紹介映

像の掲載や資料ダウンロードによる事前

のPR、そしてページ来訪者のログデータ

（リード情報）獲得による見込み顧客への

アプローチなどの機能をご用意いたしま

す。リアルとウェブの連携、当展と自社特

設サイトとの連携、展示会とインサイド

セールス／フィールドセールスの連携、

その他にも各社の営業方針によって様々

にご活用いただけます。ぜひともハイ

ブリッド出展による、効果的で効率的な

JAPAN PACK 2023をご体感ください。

“WEBブース”活用による出展効果の最大化&最適化

※写真は〈JAPAN PACK Online 2022〉で公
開されていたWEBページの様子です。今回ご
用意する“WEBブース”のサンプルページは
出展者説明会に向けて現在制作中です。

▶️

感染症対策の徹底による“安全安心”と“ビジネス空間”の両立
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出展者の準備スケジュール（例）

2022年9月1日（木） 
出展申込み受付開始

公式WEBサイト内の専用フォームを
ご利用ください

2022年9月13日（火）15:00-16:30
出展検討者向け〈開催説明会〉
（オンラインで実施）

2023年5月下旬（予定）
〈出展者説明会〉開催

『出展マニュアル』および各種申請書類送付

2023年7月（予定）
ポスター・来場者向け『案内状』送付

2023年9月（予定）
来場事前登録／セミナー聴講登録開始
〈実施概要記者発表会〉開催
出展者“WEBブース”公開

2023年9月30日（土） – 10月1日（日）
小間装飾・展示品搬入

2023年10月2日（月）
小間装飾・手作業搬入・展示品調整

※車輌の会場進入不可

2023年10月3日（火）-6日（金）
JAPAN PACK 2023 開催

2023年10月6日（金） 17:00 – 7日（土） 9:00
展示品搬出・小間撤去・完全撤収

2023年3月31日（金）
出展申込み締切り

会場スペースに空きがある場合には
出展募集を継続します

2022年12月31日（土） 
〈早期出展申込み〉適用期間締切り

特 典

❶出展料のうち1小間あたり1万円を割引
▶対象：JAPAN PACK 2022からの継続出展者

❷当展公式ウェブサイトに「出展者先行公開」として
社名一覧を掲載し報道関係者に発表
▶掲載期間：2023年6月ごろまで（予定）

❸当展公式ウェブサイトにてバナー広告を無料掲載
▶掲載期間：2023年6月ごろまで（予定）
▶先着5社まで（予定）

❹主催者が発行する機関誌『パッケージ&マシン通信』
に製品紹介記事を掲載
▶掲載項目や諸条件など別途ご案内

❺会期中の出展者セミナー優先申込み権を付与
▶申込み上限あり

運営スケジュール

5月 出展者説明会・ブース設計
■出展者説明会への参加と出展マニュアルの入手

■小間位置と出展計画に基づいたブース設計および各種
製作物作成の着手

 

6～8月 ブース運営に関する諸手続きと情報発信
■ブース設計と出展製品の確定ならびにスタッフィング等
ブース運営マニュアルの策定

■出展マニュアルに基づく各種届出書および申込書の申請
手続き

■Webサイトへの情報入力と記者発表会への情報提供な
ど、開催に向けてのプロモーション開始 

9月 開催準備と来場対象者へのアポイント取り
■ブース運営マニュアルの完成とブース造作や出展製品
搬入出の最終確認

■来場対象者へのご案内状配布・メール配信と会期中の
事前アポイント取り

■プレス向けリリースの作成や新製品発表の準備と取材
対応

  

10・11月 顧客リストの整理と事後フォロー
■ブース運営における効果測定と評価分析

■来場者リストの分類整理と目標達成度・来場顧客満足度
の分析

■結果分析に基づく来場者リスト分類ごとの事後フォロー
活動

2022
2023

9月

12月

3月

5月

7月

9月

10月

出展に向けて

目標設定などの出展計画
■新規顧客開拓や顧客リストの更新・追加などの顧客接点
を重視した目標設定

■新製品PRのタイミングをJAPAN PACK 2023に合わ
せたプロモーション計画と製品開発

■出展に合わせたスポンサーシップの検討

出展手続き・スケジュールの設定
■出展計画の確定と出展規程に基づく出展申込手続き作業

■出展に向けた実施スケジュールの策定

1月 小間割調査票の提出
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名　　称
JAPAN PACK 2022［日本包装産業展］
Japan Packaging & Manufacturing Technology Show 2022

テ ー マ ともにつくる 未来の包程式

会　　期 2022年2月15日（火）- 18日（金）10:00-17:00

会　　場 東京ビッグサイト 西展示棟（1～4ホール）・南展示棟（1～2ホール）・会議棟

展示規模
出展者数：299社・団体（リアル展：264社・団体／オンライン展：35社・団体）
出展小間数：1,472小間

来場登録者数

日　付 天　候 来場登録者数（名）

2月15日（火） 晴れ 2,114

2月16日（水） 晴れ 2,696

2月17日（木） 晴れ 2,956

2月18日（金） 晴れ 3,140

合　　　　　計 10,906

※来場登録者数は、会場で受付登録をされた方の実数となります。複数日程ご来場された方の重複カウントはされません。

来場登録者勤務先（一部抜粋）

開催結果報告

食品関係
味の素株式会社
伊藤ハム株式会社
カゴメ株式会社
キッコーマン株式会社
キユーピー株式会社
東洋水産株式会社
株式会社日清製粉グループ本社
日本たばこ産業株式会社
日本ハム株式会社
ハウス食品グループ本社
株式会社ニチレイフーズ
マルハニチロ株式会社
株式会社Mizkan Holdings
株式会社明治
山崎製パン株式会社
株式会社ロッテ
飲料関係
アサヒグループ食品株式会社
株式会社伊藤園
キリンホールディングス株式会社
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
森永乳業株式会社
株式会社ヤクルト本社
雪印メグミルク株式会社
医薬品関係
エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社
興和株式会社
第一三共株式会社
武田薬品工業株式会社
大正製薬株式会社
ニプロ株式会社
久光製薬株式会社
ロート製薬株式会社

化粧品・日用品関係
花王株式会社
株式会社コーセー
株式会社資生堂
ユニ・チャーム株式会社
ライオン株式会社
文具・雑貨関係
株式会社イトーキ
コクヨ株式会社
ニチバン株式会社
三菱鉛筆株式会社
流通・商社関係
アマゾンジャパン合同会社
伊藤忠商事株式会社
国分グループ本社
JA全農
株式会社セブン＆アイホールディングス
株式会社ファミリーマート
ベンダーサービス株式会社
丸紅株式会社
三井物産株式会社
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
三菱商事株式会社
外食関係
株式会社サイゼリヤ
株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社プレナス
印刷・精密機器・電気関係
沖電気工業株式会社
キヤノン株式会社
京セラ株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社
大日本印刷株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社日本HP

日本製紙株式会社
パナソニック株式会社
ブラザー工業株式会社
株式会社リコー
建設／プラントエンジニアリング関係
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
清水建設株式会社
大成建設株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社豊田自動織機
株式会社LIXIL
官公庁・自治体・団体関係
経済産業省
環境省
東京都
茨城県
熊本県
静岡県
川崎市
独立行政法人日本貿易振興機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
公益財団法人東京都中小企業振興公社
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
報道関係
NHK
フジテレビ
テレビ東京
日本経済新聞
読売新聞
時事通信
日刊工業新聞
日本食糧新聞
包装タイムス

▲報告書（PDF資料）ダウンロード
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Voice 来場者アンケート

Voice 出展者インタビュー

食品・医薬品・化粧品の三品業界をはじめ、
幅広い業種からの来場が特長です。

約8割の方が製品導入に関与。
キーマンと直接繋がることができる場です。

生産現場自動化（DX）と環境問題（GX）への解決策が
“二本柱”として求められています。

今後のJAPAN PACKに期待すること
● 10~20年後を見据えた、包装機器の在り方
●デジタル技術を活用した生産システム
● SDGsの目標達成に向けて必要な取組み
●資源循環の動向、プラスチック包材の将来
●環境対応包装資材へ取組んでいる企業の展示

……など

食品・飲料関係 
21.2%

医薬品・化粧品・日用品・
化学品関係 
8.2%

繊維・雑貨・文房具 1.5%
鉄鋼・輸送機器・電気関係 
2.9%

小売業・流通・サービス関係 
21.1%機械・機器部品・ロボット関係

 21.1%

包装材料・容器・印刷関係
 21.1%

情報機器・ソフトウェア関係
 0.9%

プラントエンジニアリング関係
 1.8%

官公庁・団体・関連機関 0.8%
一般・個人 0.4%

学生 0.3%
報道関係者 2.6%

その他業種 7.9%

所属先の
主な業種

生産性の向上
41.5%

地球環境への課題
35.6%

食糧に関する問題
2.4%

安全安心の実現
7.9%

市場の拡大 12.7%

最も関心のある
展示テーマ

最終決定者 13.4%

ほぼ決定権がある 
9.5%

導入をアドバイスする・
検討チームいる 
24.1%

導入を提案する・
情報を収集する

 31.6%

特に権限はない・
該当する部署ではない

 21%

その他 0.4%

製品導入への
立場

ブランドイメージの変革（㈱イシダ ご担当者様）

弊社は計量機を中心に包装、検査、箱詰めまで全ての機器並びにシステムの開発・生産・販売・メンテナンスを行っておりますが、日本
国内においてまだまだ“計量機メーカー”としてのブランドイメージが先行していると認識しています。<JAPAN PACK>では包装
をキーにお越しになられるお客様に包装前後も含めた機器・システム全てをご覧頂き、イメージを変えて頂く場として期待しており
ます。JAPAN PACK 2022の弊社ブースでは計量から箱詰めまでのラインを、実際に商品を流しながら展示いたしました。実機をご
覧いただくことで、計量機だけではない、生産工程における対応領域を食品関連のお客様にイメージして頂けました。
又、環境関連の主催者企画<包装ライフサイクルコーナー>にも参加したことで、SDGsやカーボンニュートラル実現への貢献を意識
された新素材の包装資材メーカー様の開発部の方にも多数お越し頂き、新たな機会創出ができました。
JAPAN PACK 2023では日本国内はもちろん、アジア、海外からのお客様にもお会いできることを期待致します。

包装産業の未来を担う重要な展示会（イーデーエム㈱ ご担当者様）

本展は、あらゆる製造業に関係する包装産業において、幅広い業種からの来場があり、当社製品をPRする場として最適な展示会であると
認識しております。また、包装産業が抱えるこれからの課題、SDGs、DX、IoTなど新しい取り組みに対し、出展者だけでなく主催者によ
るソリューション提案も企画されており、包装産業の未来を担う重要な展示会であると思います。当社も自社製品のPRだけでなく業界
動向、トレンドをつかみ、次に当社がやるべき事を見つける最良の場であると考えています。次回「JAPAN PACK 2023」では進化した当
社の姿をお見せしつつ、世界に向けて日本の包装産業全体の力を発信していく展示会になる事を期待いたします。

企画展示を通じて紙製包材訴求（日本製紙㈱ ご担当者様）

当社は「紙」のメーカーであり、環境配慮に対する意識が高まる中、近年はパッケージの分野にも注力しています。そこで、包装ライフ
サイクル全体における紙製包材の特徴・立ち位置を広く知ってもらうため、前回に引き続いての「CLOMA展示コーナー」に加え、「包
装ライフサイクル展示コーナー」の2つの企画展に出展いたしました。いずれの企画展ともに来場者様の注目を浴びる内容であり、報
道各社様の来場も多く、十分に出展目的を達成できたと感じております。加えて、リード情報も想定以上に収集することが出来、満足
のいく結果でした。
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前回（JAPAN PACK 2022）出展者一覧

あ
（株）アートプレスト
（株）愛工舎製作所
愛星パック（株）
青木工業刃物（株）
（株）浅沼商会
（株）旭金属
（株）アパックス
アルマーク（株）
アンバフレックスジャパン（同）
アンリツ（株）
イーデーエム（株）
（株）イシダ
／日新電子工業（株）
（株）イチネンケミカルズ
伊藤忠マシンテクノス（株）
伊東電機（株）
伊藤敏（株）
（株）イノフィス
茨木精機（株）
伊原電子（株）
（株）イムラ封筒
岩崎電気（株）
Informa Markets
（株）ウイル
（株）ウチダテクノ
宇津商事（株）
ACS（株）
エーシンパック工業（株）
（株）エーティーエー
（株）エーディエフ
（株）エクト
（株）エコノス・ジャパン
SMC（株）
エヌエス技研（株）
（株）エムエスティ
王子エフテックス（株）
／王子タック（株）
（株）オーエム機械
大阪シーリング印刷（株）
（株）大阪真空機器製作所
オーシャンテクノロジー（株）
（株）オートニクス
大森機械工業（株）
（株）オクイ
オプティマス パッケージング
オリヒロ（株）
（株）オンデマンド研究所
か
カイノス（株）
／椿本興業（株）
加越（株）

（株）カジワラ
片岡線材（株）
（株）型久堂
カモ井加工紙（株）
（株）川島製作所
（株）キーエンス
紀州技研工業（株）
キソー工業（株）
キムラシール（株）
キャディ（株）
協栄プリント技研（株）
（株）京都製作所
協和電機（株）
クイック・ロック・ジャパン（株）
（株）グリーンテックジャパン
（株）グリーンプラス
（株）ケイエスエス
（株）ケーテー製作所
ケーユーシステム（株）
（株）光伸舎
（株）光文堂
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター
（株）コバード
（株）小林パック工業
（株）コマック
さ
（株）サイレック
／（株）ネットワークス
蔵王産業（株）
佐藤工業（株）
（株）サム技研
（株）サムソン
三光機械（株）
（株）サンステーションシステムズ
三徳コーポレーション（株）
（株）サンユー印刷
（株）GSIクレオス
シービーエム（株）
シール栄登（株）
シール工業（株）
（株）ジェイエンタープライズ
（株）システムスクエア
（株）品川工業所
澁谷工業（株）
／シブヤ精機（株）
／シブヤパッケージングシステム（株）
（株）ジャパンシステム
／エムケー精工（株）
上海美豊包装材料有限公司
／丸紅インテックス（株）
シュマルツ（株）
城南自動機（株）

（株）松楽産業
（株）新盛インダストリーズ
（株）進洋
（株）SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
（株）SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
／（株）SCREEN GP ジャパン
（有）スコットプランニング
鈴茂器工（株）
ストラパック（株）
ストロパックジャパン（株）
靜甲（株）
成光産業（株）
ゼネラルパッカー（株）
／オサ機械（株）
セムコ（株）
Serac JAPAN（株）
ソトウ（株）
／（有）パックユーワ
た
（株）第一包装機製作所
大成ラミック（株）
大日本印刷（株）
太陽誘電ケミカルテクノロジー（株）
（株）高砂
高千穂精機（株）
多賀電気（株）
髙橋慧
タツタ電線（株）
田村機械工業（株）
（独）中小企業基盤整備機構
（一社）中部包装食品機械工業会
帝人フロンティア（株）
（株）テクノリサーチ
デュケインジャパン（株）
（株）デュプロ
テラダ・トレーディング（株）
デルタ電子（株）
テンチ産業（株）
（株）Too
／（株）ジーティービー
東京計器（株）
東京工科大学 工学部
（株）東京自働機械製作所
／東京施設工業（株）
東京食品機械（株）
東芝三菱電機産業システム（株）
東洋機械（株）
（株）東陽機械製作所
（株）トーヨー
トキワ工業（株）
（株）トシコ
（株）トッパンインフォメディア
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前回（JAPAN PACK 2022）出展者一覧 JAPAN PACK 2022では299社・団体にご出展いただきました

（株）トパック
（株）トヨコン
な
中島金属箔粉工業（株）
NASCO（株）
鍋屋バイテック会社
（有）新潟総合紙器
（株）西村機械製作所
ニッカ電測（株）
（株）ニッサンキコー
NISSHA（株）
日清エンジニアリング（株）
日本テクノロジーソリューション（株）
（株）日本エンジニアリングサービス
日本機械商事（株）
日本工業刃物（株）
日本自働精機（株）
（一社）日本食品機械工業会
日本製図器工業（株）
（協組）日本製パン製菓機械工業会
（一社）日本粉体工業技術協会
（公社）日本包装技術協会
（株）日本包装リース
日本ボールドウィン（株）
日本ポリスター（株）
（一社）日本ロボット工業会
（株）New IWASHO
／ダックエンジニアリング（株）
（株）ネクサスエアー
ノードソン（株）
のむら産業（株）
は
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株）
（株）パールパッケージ企画
（株）パイオニア風力機
パックウェル（株）
PACRAFT（株）
（株）ハナガタ
（株）花塚製作所
ピアブ・ジャパン（株）
日立造船（株）
ファナック（株）
（株）フクダ
（株）フクチ産業
富士インパルス（株）
（株）フジキカイ
（株）藤村工業
（株）不二レーベル
不双産業（株）
／友和産業（株）
（株）フタバ
船井電機（株）

（株）古川製作所
／（株）ハイパック
／（株）シンワ機械
兵神装備（株）
ベッコフオートメーション（株）
（株）HEAD ON
／（株）タイミー
（株）ホーレン
ホログラム・ワークス（株）
ま
（株）前田シェルサービス
マキー・エンジニアリング（株）
（株）マキノシーリング
マンローランドゴスウェブシステムズジャパン（株）
三浦工業（株）
（株）美木多機械
（株）三橋製作所
（株）ムラコシ
（株）メイワ
（株）メカナイズ
（株）モキ製作所
モスカ・ジャパン（株）
森川フードマシン（株）
や
（株）ヤナギヤ
薮内産業（株）
山崎産業（株）
大和製衡（株）
山中産業（株）
（株）ユーキ
（株）ユーテクノロジー
ユニオンケミカー（株）
（株）ユニバック
（株）横浜自働機
（株）ヨシダキカイ
ら
莱州市国梁包装製品股份有限公司
（株）ラヤマパック
（株）レザック
（株）ロボテック
／ユニパルス（株）
わ
ワイエイシイマシナリー（株）
（株）ワンウィル
CLOMA展示コーナー
（株）ウエストワン
キョーラク（株）
北村化学産業（株）
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局
（株）コーレンス
シンテゴンテクノロジー（株）
（株）ダイセル

東都成型（株）
東洋紡（株）
日本製紙（株）
（公財）日本環境協会 エコマーク事務局
（株）平和化学工業所
三井化学（株）
包装ライフサイクル展示コーナー
大日本印刷（株）
DIC（株）
凸版印刷（株）
日本製紙（株）
（株）フジキカイ
三菱ケミカル（株）
JAPAN PACK Online 2022
アンリツ（株） 
（株）イシダ
／日新電子工業（株）
（株）エー・アンド・デイ
SMC（株）
大森機械工業（株）
（株）川島製作所
協栄プリント技研（株）
（株）ケーテー製作所
澁谷工業（株）
／シブヤ精機（株）
／シブヤパッケージングシステム（株）
城南自動機（株）
靜甲（株）
（株）東京自働機械製作所
／東京施設工業（株）
トキワ工業（株）
日本テクノロジーソリューション（株）
（株）日本包装リース
日本山村硝子（株） エンジニアリングカンパニー
（株）New IWASHO
／ダックエンジニアリング（株）
ファナック（株）
（株）フジキカイ
（株）古川製作所
／（株）ハイパック
／（株）シンワ機械
マキー・エンジニアリング（株）
（株）マスダックマシナリー
松尾産業（株）
三浦工業（株）
（株）メイワ
（株）メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
モスカ・ジャパン（株）
大和製衡（株）

＊五十音順

12



JAPAN PACK 2023［日本包装産業展］（以下、本展）への
出展申込みを行った企業・団体（以下「出展者」）は、本展主
催者である一般社団法人日本包装機械工業会（以下「主催
者」）が定める『出展のご案内』ならびに『出展マニュアル』
（2023年5月頃配布予定）の全記載内容の順守を承諾した
ものとします。

1．出展申込／出展料

1-1出展対象

1 本展の出展対象者は、包装にまつわる商取引および研究や情報発信等、
産業界の発展に資する企業・団体・組織・個人、その他主催者が認める者
といたします。

2 本展への出展を希望する場合、本規定の記載事項ならびに本展運営に
関し発信される主催者からの通知を全て順守することを承諾したもの
といたします。

3 主催者は、出展申込者が本展の開催趣旨・目的に合致しないと判断した
場合には、出展申込みのお断りおよび取消をできるものといたします。
その際、出展申込者に生じた損害・費用その他に対して一切の責任を負
いません。

1-2出展申込受付期間

1 出展申込受付期間は、原則として2022年9月1日（木）から2023年3月
31日（金）までといたします。

2 出展申込受付期間中であっても、主催者が定める会場スペースに対し
て満小間になった時点で申込受付を締切る場合があります。

3 出展申込期間を過ぎた2023年4月1日（土）以降におきましても、会場
スペースに空きがある場合には出展募集を継続する場合があります。
該当する時期での出展可否は主催者へ直接お問合せください。

1-3出展申込方法および出展料の支払い

1 本展へ出展申込みをされた際は、本規定の全記載内容を確認・承諾した
ものといたします。

2 本展公式ウェブサイト（https://www.japanpack.jp/）内に設置する
［出展申込フォーム］に必要事項を記入し、申込み登録を行ってくださ
い。登録完了後、記載内容を反映した『出展申込書』のPDFデータを自
動返信メールにてお送りいたします。必ず内容を確認の上、保存してく
ださい。

3 [出展申込フォーム]による申し込み登録が困難な場合は、公式ウェブサ
イトで公開している『出展申込書（記入式PDF）』に必要事項を記入し、
主催者に電子メールにてご送付ください。なお、郵送およびFAXでのご
送付は受け付けておりません。

4 主催者は、出展者が[出展申込フォーム]に登録もしくは電子メールで送
付した『出展申込書』の記載内容を確認のうえ、出展申込みを受理いた
します。

5 主催者は申込みを受理した後、登録された担当者宛に電子メールでそ
の旨を通知いたします。この通知メールの発信を以て、正式な出展申込
み完了といたします。なお、この通知メールは上項2に記載した自動返
信メールとは異なります。

6 主催者は、出展者に対して順次、出展料の請求書を発行いたします。出
展者は、支払期日までに主催者指定の口座に出展料をご送金ください。
同支払期日・主催者指定口座は請求書に記載されております。振込手数
料は出展者がご負担ください。

7 主催者が発行した請求書に対して支払期日までに出展者からの出展料
のご送金を確認できない場合、当該出展者の都合による出展申込取消
とみなし、項目1ｰ5（出展申込の取消）の適用となります。

8 主催者は、本項6.～7.に定める出展料支払いスケジュールの記載事項
に関わらず、出展者の与信や過去の取り引き履歴、出展申込時期等に基
づき、個別の支払いスケジュールを定める場合があります。出展申込者
がこれに同意しない場合、主催者は出展申込みのお断りおよび取消を
できるものといたします。その際、出展申込者に生じた損害・費用その
他に対して一切の責任を負いません。

1-4.出展料

1 1小間（2.97m×2.97m=約8.82㎡）につき、下表の通りです。なお、当
展開催期間（2023年10月3日（火）から10月6日（金））時点で一般社団
法人日本包装機械工業会の正会員または賛助会員の資格を有し、年会
費の納入が完了している出展者には、正会員または賛助会員の出展料
がそれぞれ適用されます。当該期間の途中で一般社団法人日本包装機
械工業会の正会員または賛助会員から退会した場合、一般価格との差
額を請求いたします。

所属区分 出展料（税抜） 所属区分 出展料（税抜）

①正会員 270,000 円／小間 ③一般 360,000 円／小間

②賛助会員 310,000 円／小間 ④団体 100,000 円／小間

2 出展申込み時点で一般社団法人日本包装機械工業会の正会員および賛
助会員の資格を有しておらず、かつ入会を希望する場合、一旦一般価格
で申込みおよび出展料請求の経理処理を行い、入会が理事会で承認さ
れ確定した後にその差額を返金いたします。

3 出展申込みを行った企業・団体が一般社団法人日本包装機械工業会の
正会員もしくは賛助会員のグループ会社・関連団体等である場合は、会
員区分での出展料適用はされず、一般価格が適用されます。

4 出展料に含まれるものは、以下①～⑥の通りです。
①出展小間
②間仕切壁（隣接小間がある場合の背面壁・側面壁 ※システムパネル）
③共用施設の工事・維持費
④広告宣伝費（ポスター・案内状・ウェブ媒体等による当展全体の広報）
⑤当展ウェブサイト内に設置する“WEBブース”の基本利用料金
⑥展示会全般の企画・運営・管理費

5 出展料には早期出展申込みに対する割引制度があります。対象は下記
①および②の双方を満たす出展者となります。ぜひご活用ください。
①JAPAN PACK 2022（会期：2022年2月15日-2月18日）の出展者
（共同出展者および企画展示コーナーでの出展者を含む）
②2022年12月31日（土）までに出展申込み登録を完了した出展者
割引金額：1小間あたり1万円（消費税別）

6 以下①もしくは②の条件に一致する出展者には、主催者が発信する媒
体を利用したPR機会創出支援の特典をご用意いたします。メニュー詳
細は別途ご案内しますので、ぜひご活用ください。
①2022年12月31日（土）までに出展申込みを完了した出展者
②これまで本展に出展したことのない新規出展者

1-5.出展申込の取消

1 主催者が出展申込みの受理を通知した後、出展者が都合により出展申
込みの全てまたは一部の取消しを希望する場合、電子メール等の双方
が記録を確認できる形式での任意書面による出展申込み取消通知を主
催者に行う必要があります。

2 主催者が出展者からの出展申込み取消通知を受理しこれを承認した場
合、出展者には次の出展解約料をお支払いいただきます。なお、解約料
は2023年1月1日(日)から発生し、出展者からの出展申込取消通知を主
催者が受理した時点を金額算定の基準といたします。
● 2023年1月1日（日）～2023年3月31日（金）
　当該出展料総額の50%（消費税不課税）
● 2023年4月1日（土）以降
　当該出展料総額の100%（消費税不課税）

3 出展申込み取消に伴う出展解約料には、項目1-4（出展料）に定めるの割
引制度を適用いたしません。

4 出展者が出展料を主催者指定の口座に送金した後に、主催者に対して
出展申込み取消通知を行った場合、主催者は出展解約料（返金に係る手
数料を含む）との差額を精算いたします。

5 出展申込みが取消された当該小間は、主催者が適切と考える方法で使
用できる権利を有するものとします。

6 主催者は、本展の会期前および会期中における本出展規程違反または
出展申込書への虚偽記載が発覚した出展者の出展申込み／小間割当を
取り消しできるものといたします。また、本項目（出展申込の取消）によ
り、当該者には出展解約料をお支払いいただきます。

1-6.出展小間位置の決定

1 出展者の小間位置は、展示製品・出展規模・過去の実績・申込順位・『小間割
調査票』記載事項等を総合的に勘案のうえ、主催者が決定いたします。出展
者の小間位置は、出展者説明会（2023年5月開催予定）で発表いたします。

出展規定
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2『小間割調査票』は2023年1月以降、出展申込み順を原則として順次、主
催者から出展者の担当者へ電子メールにて送付いたします。展示製品
の稼働に必要な設備（ガス・給排水・エア）の有無等、小間位置の決定に
際して重要な参考資料としてご提出いただきます。

3 主催者は、出展料の請求書を発行した後、定められた期日までの入金完
了を確認できなかった出展者に対して、小間位置を解除できるものと
いたします。

4 主催者が決定した小間位置の移動および交換は原則としてできませ
ん。ただし、出展申込受付期間の終了後に申し込まれた新規出展者の追
加、小間数の増減による変更に関してはその限りではありません。

1-7.第三者への小間の貸与・転売の禁止
出展者は、有償無償にかかわらず、割り当てられた小間の一部または全部
の、第三者への貸与・転売および出展者相互間での交換ができません。な
お、主催者は、小間の一部または全部の第三者への貸与・転売および出展者
相互間での交換を行われた出展者の小間割当を取り消しできるものとい
たします。また、項目1ｰ5（出展申込の取消）により、小間割当を取り消しさ
れた当該出展者には解約料をお支払いいただきます。

2．搬入出／展示装飾規定

2-1.出展製品等の搬入出および装飾施工／撤去
展示製品等の搬入出および装飾施工は、以下の主催者通知期間内にて行っ
てください。

●施工・搬入：2023年9月30日（土）-10月2日（月）
●搬出・撤去：2023年10月6日（金） 17:00-10月7日（土） 9:00

2-2.基礎小間および装飾規定

1 主催者は、基礎小間としてシステムパネルによる間仕切壁（背面・側面）
と小間番号板を施工します。半島小間（ブロックおよび一部のダブル小
間）の場合は隣接小間に接している面の間仕切壁と小間番号板のみと
なります。隣接小間のない島小間（ブロック小間）の場合、間仕切壁は施
工いたしません。

2 上項1以外の小間装飾にかかる費用は、すべて出展者の負担となります。
3 基礎小間の高さは2.7mです。小間内装飾の高さは、隣接小間に接して
いる面のみ1.0m内側にセットバックした範囲内で2.7mを超える装飾
が可能です。通路に接している面はセットバックの必要はありません。
ただし、出展者は装飾工事計画図面および必要書類を主催者指定基礎
小間施工会社に提出し、主催者ならびに所轄消防署の許可を得ること
が施工条件となります。なお、本規定は関係機関・団体等による各種ガ
イドラインを順守する形で変更する可能性があります。詳細は『出展マ
ニュアル』（2023年5月頃配布予定）をご確認ください。

4 会場全体の見通しおよび避難通路の確保のため、壁面開放規定（全面壁
の禁止）を順守してください。通路から1m以内の範囲に、高さ1.2m以
上の構造物（壁面・柱・展示台等）を設置する場合は、小間の一辺の長さ
の1/2までを施工可能範囲といたします。また、避難通路を必ず設けて
ください。

2-3.火気・危険物の取扱い

1 展示会場内は裸火の使用・危険物の持込みが禁止されています。これを
解除する場合は所轄消防署長への届出、承認が必要です。なお、持込量
は危険物の小間内レイアウトや隣接小間の状況などにより制限があり
ます。指定数量を超える内蔵油を使用する機械の実演はできません。

2 水素の持込みならびに使用した展示はできません。

2-4.『出展マニュアル』記載規則の順守
「2 搬入出／展示装飾規定」記載事項は『出展マニュアル』（2023年5月頃
配布予定）を以て確定版といたします。同資料で規定する内容を順守して
ください。

3.その他出展に関する規定

3-1.個人情報収集を主目的とした出展の禁止と個人情報保護法の順守
ブース内において出展者自身が取り扱う製品の展示や商品・サービスの
PRをすることなく来場者の個人情報の収集を主目的とした出展を禁止い
たします。また、来場者から個人情報を取得する際は、個人情報保護法の要
件を満たしたうえで適切にご対応ください。

3-2.製品デモ・プレゼンテーション

1 展示製品の実演や説明等の情報発信行為は、自小間内でのみ可能です。
自小間の占有スペース範囲外における、来場者の強引なブースへの誘
導行為、展示製品の実演（デモンストレーション）や説明、パンフレット
類の配布、来場者勧誘、物品の販売等は禁止いたします。なお、展示製品
の実演の際、出展者は来場者への十分な安全対策を講じてください。

2 音響機材をご使用して出展製品の説明等を行われる場合には、近隣出 
展者の商談の妨げとならぬよう、以下①～④の条件をご遵守ください。
①小間正面から2.0mの距離で測定して、60デシベル以下の音量でご
使用ください。

②スピーカーを通路側以外へ向けてご設置ください。
③来場者の客席および立ち位置を自社小間内に確保してください。
④近隣出展者および来場者の商談等の妨げになると主催者が判断した
場合には、当該出展者は主催者の指示に従ってください。

3-3.試食・試飲
自小間内の実演で生じた食品を試食に提供する場合は、所轄保健所への申
請および手洗所設置等、承認条件の順守が必要となります。なお、所轄保健
所への申請は主催者が一括して行います。

3-4.写真・ビデオ撮影や摸写の禁止
当該出展者または主催者の許可を得ずに、同出展者の出展製品や造作物等
の写真・ビデオ撮影や摸写を行うことを禁止といたします。ただし、主催者
が許可した公式記録撮影班（『公式記録撮影班』腕章着用）ならびに報道関
係者（『報道関係者』腕章着用）が本展の会場全景および出展小間等の撮影
を行う際は、可能な限りご協力をお願いいたします。

3-5.知的財産権の保護・順守
出展者は、知的財産権（特許権・商標権等）の保護・順守に必要な措置を講じ
てください。

3-6.損害責任
主催者は本展全般の管理・運営・保全に最善の注意を払いますが、下記の損
害などにつきまして、一切の責任を負わないものといたします。
1 出展者またはその関係者が小間を使用することにより生じた、人身・物
品などに対する傷害・損害など、もしくは出展者またはその関係者の不
注意により会場内およびその周辺で生じた人身・物品などに対する傷
害・損害など。

2 主催者が自然災害・感染症・事故・施設における不測の事態・その他の不
可抗力により開催を困難と判断し、本展の会期変更・延期もしくは中止
した場合に生じる出展者およびその関係者の損害、費用の増加、その他
不利な事態など。

3 自然災害・交通機関の遅延・社会不安など不測の事態により生じる出展
者およびその関係者の損害など。

4 本展に関するあらゆる媒体資料やデータなどに偶発的に生じた誤字・
脱字など。

3-7.開催の変更・中止
主催者は、以下のような状況が発生した場合には、本展会期の変更・延期も
しくは開催を中止することがあります。
1 会場およびその周辺において、自然災害・感染症・事故等が発生し、開催
が不適当であると判断した場合

2 政府・自治体・施設のいずれかもしくはその全部から、本展開催に対す
る中止命令ないしそれに準じる要請があり、開催が不適当であると判
断した場合

3 その他、社会情勢や不可抗力事由により、開催が不適当であると判断し
た場合

上記1～3の状況により開催を中止した場合、お支払いいただいた出展料
は、中止判断時点で必要経費を計算し、差し引いた残金から精算いたします。

3-8.諸規定等の変更・追加
主催者は本展の規定等を変更することがあります。規定等の変更が生じた
場合、主催者は速やかに出展者に通知いたします。
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