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JAPAN PACK 2023の重要な展示テーマでもある
工場や施設、製造ラインの自動化・効率化の需要に
対する「自動化ソリューション」、SDGsやカーボン
ニュートラル、サーキュラーエコノミーなどの地球
環境問題に対する「環境ソリューション」。
自動化・環境に関する先進的かつ革新的な製品や
技術の開発・研究・提供を行っているスタートアップ
企業、教育・研究機関を募り、最新の技術やソリュー
ション、研究成果がご披露いただけます。
この機会に是非「スタートアップ&アカデミックエリア」
をご活用ください。

スタートアップ&
アカデミックエリア
出展のご案内

［日本包装産業展］

2023.10.3��� ���6����������������

主 催：一般社団法人 日本包装機械工業会
東京ビッグサイト東展示棟内

共創や協業、投資パートナーとのイノベーションを推進する
「スタートアップ&アカデミックエリア」を新設します。

 1.出展申込受付期間

1出展申込受付期間は、原則として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、主催者が定める定員になった時点で申込
受付を締切る場合があります。

 2.出展申込方法および出展料の支払い

1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。

2 JAPAN PACK 2023の出展（以下、本出展）との併用は可能ですが、本出展
からの切り替えは、本出展の出展規定「1-5.出展申込の取消」に準ずること
といたします。

3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。

 3.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4月1日（土）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出展申込みが取消された当該ブースは、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。

4主催者は、本展の会期前および会期中における本出展規定違反または出展
申込書への虚偽記載が発覚した出展者の出展申込み／ブース割当を取り消
しできるものといたします。また、本項目「3.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。

 4.出展ブース位置の決定

出展者のブース位置は、申し込み時に選択された対象ソリューション・出展内
容をもとに、主催者が決定いたします。

 5.第三者へのブースの貸与・転売の禁止

出展者は、有償無償にかかわらず、割り当てられたブースの一部または全部
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、ブース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ブース割当を取り消しできるものといたしま
す。また、上記項目「3.出展申込の取消」により、ブース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。

 6.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10月1日（日）-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

 7.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
のブース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。

 8.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。

 9.製品デモ・プレゼンテーション

展示製品の実演や説明等の情報発信行為は、自ブース内でのみ可能です。自ブ
ース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。

 10.試食・試飲

自ブース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。

 11.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。

 12.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。

 13.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ブース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。

 14.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。

 15.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。

 16.その他

その他の内容については「出展マニュアル」（2023年5月頃配布予定）に準ずる
ことといたします。

出展規定

自動化ソリューション
ロボット、AI・IoT、
リモートメンテナンス、
予知保全、外観検査、
メタバース・XR（VR/AR/MR）、
エッジテクノロジー、クラウド、
セキュリティ、ソフトウェア、
センサー、3Dプリンティング、DX

環境ソリューション
新素材・代替素材、環境配慮設計、
GX、SX、ESG投資（CDP/TCFD）、
LCA・GHG算定、
フードロス・廃棄ロス削減

New
新設企画



スタートアップ&アカデミックエリア

2 申込内容　申込内容にチェック□✓してください。
□出展ブース：1ブース／100,000円（税別）　□PRプレゼンテーション：1回／約20分（無料）
 ※PRプレセンテーションのみの申込みは不可。

3 対象ソリューション・出展内容　
はじめに該当するソリューション（自動化・環境）“1つ”にチェック○✓してください。
続いて、出展内容に該当する項目にチェック□✓してください。（複数回答可）

○自動化ソリューション：工場や施設、製造ラインの自動化・効率化に関する製品・技術・サービス
 □ロボット □AI・IoT □リモートメンテナンス □予知保全 □外観検査 □メタバース・XR（VR/AR/MR）

 □エッジテクノロジー □クラウド □セキュリティ □ソフトウェア □センサー □3Dプリンティング □DX

○環境ソリューション：地球環境問題に関する製品・技術・サービス
 □新素材・代替素材　□環境配慮設計　□GX・SX　□ESG投資（CDP/TCFD）　□LCA・GHG算定　□フードロス・廃棄ロス削減

4 展示分類 下記の該当箇所をそれぞれチェックをしてください。
出展製品に該当する分類“全て”にチェック□✓してください。
また、その中で最も重要な主要出展製品に該当する分類“1つ”にチェック○✓してください。

□○ 包装機械／荷造機械 □○ 包装資材・容器 □○ 印刷機械・関連機器 □○ 包材加工機械
□○ ロボット　 □○ 機械部品・要素技術 □○ 包装関連機械 □○ 検査機・検出機
□○ 食品加工機械・関連機器 □○ 医薬品・化粧品・日用品製造機械・関連機器 □○ 環境対策機械・関連機器
□○ 衛生管理機器・資材 □○ 物流機械・関連機器 □○ 店舗設備機械 □○ デジタル技術／ソフトウェア
□○ エンジニアリング・システム □○ 団体 □○ プレス □○ 研究・教育機関 

□○ 人材サポート □○ その他

6 連絡欄

出展申込書

1 出展申込者
フリガナ

英　文

和　文

西暦　　　　　年　　　月　　　日申込年月日

部署
役職

※主にE-mailで連絡いたしますので、正確にご記入ください。

会社名

団体名

機関名

担当者名

所在地

URL

TEL

E-mail

フリガナ

FAX

 （〒　　　-　　　　　）

申込書の送付先 ▶▶▶ JAPAN PACK 2023 運営事務局  japanpack@jpmma.or.jp

5 出展予定製品名

2

3

1

No. 出展予定製品名

一般社団法人日本包装機械工業会 〈JAPAN PACK 2023〉 運営事務局 104-0033 東京都中央区新川2-5-6 包装機械会館3階
japanpack@jpmma.or.jpTEL：03-6222-2277

社名板：CP 1500×200
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■出展料
1社・団体／機関あたり100,000円（税別）
※1社・団体／機関あたり1ブース限りとします。

【出展料に含まれるもの】
●出展スペース（W1,980mm×D990mm、H2,700mm）
●社名板×1枚、収納付き展示台×2台、2口コンセント（100V）×1個、スポットライト×2個
●共通装飾の設営・撤去に関わる費用
●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）
●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
●＜任意＞展示と連動したPRプレゼンテーション1回（約20分予定）
※PRプレゼンテーション用の設備（プロジェクター、スクリーン、マイク、演台）は当展にて手配。

【出展料に含まれないもの】
各出展者のパネル・映像制作および映像機器・設置に関わる費用など
※搬入・搬出は、各出展者にてお願いいたします。

■出展製品　　
出展者独自のブランド製品・試作品・ソフトウェア・オンラインサービスにかかるパネル、映像、実物・実機、パンフレット。
※実機展示および実演のご予定がある場合は、スタート&アカデミックエリア出展申込書の6連絡欄に必ずご記入ください。

自動化ソリューション
工場や施設、製造ラインの自動化・効率化に関する製品・技術・サービス

ゾーンエリアならではの
統一感のあるブース
レイアウトが実現

単独出展よりも
スケールメリットをもった
集客・訴求効果が可能

出展にかかる
手続き（工数）や
コストの低減

展示と連動したプレゼンが
でき、ハード・ソフト両面に

おけるPRが可能

WEBブース（オンライン機
能）が標準実装され、時間
や場所にとらわれない新
たな出会いを創出

5つの出展メリット

環境ソリューション
地球環境問題に関する製品・技術・サービス

下記に該当する日本国内の企業、教育・研究機関
※企業枠での出展の場合は、設立や事業立ち上げなど、
　自社としての取組み開始から原則10年以内

出展対象

 2023年3月31日（金） 出展申込締切

 5月下旬（予定） 出展者説明会

 5月下旬～9月下旬 出展準備 ※各種申込、個別装飾・備品発注等

 9月上旬（予定） 来場事前登録／セミナー聴講登録開始

 10月1日（日）～2日（月） ブース装飾・展示品搬入

 会期終了後～7日（土） 9：00 搬出撤去

■今後のスケジュール（予定）■出展申込み

スタートアップ&アカデミックエリア 出展申込書
に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

申込方法

30社・団体／機関定　員

申込期間 2023年3月31日（金） まで
※締切日前でも定員になり次第締め切り

食品関係、医薬・化粧品関係、鉄鋼・自動車・輸送機器関係、繊維・雑貨・文具関係、流通・サービス・
商社・情報機器・ソフトウェア関係、包装資材・印刷・受託包装関係、機械・機械部品・ロボット関係、
設備・建築関係、官公庁・団体・学校関係、一般・個人、報道関係 など

来場対象

※イメージです
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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。

2 JAPAN PACK 2023の出展（以下、本出展）との併用は可能ですが、本出展
からの切り替えは、本出展の出展規定「1-5.出展申込の取消」に準ずること
といたします。

3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
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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、
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年4月1日（土）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出展申込みが取消された当該ブースは、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。

4主催者は、本展の会期前および会期中における本出展規定違反または出展
申込書への虚偽記載が発覚した出展者の出展申込み／ブース割当を取り消
しできるものといたします。また、本項目「3.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。

 4.出展ブース位置の決定

出展者のブース位置は、申し込み時に選択された対象ソリューション・出展内
容をもとに、主催者が決定いたします。

 5.第三者へのブースの貸与・転売の禁止

出展者は、有償無償にかかわらず、割り当てられたブースの一部または全部
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、ブース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ブース割当を取り消しできるものといたしま
す。また、上記項目「3.出展申込の取消」により、ブース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。

 6.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10月1日（日）-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

 7.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
のブース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。

 8.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。

 9.製品デモ・プレゼンテーション

展示製品の実演や説明等の情報発信行為は、自ブース内でのみ可能です。自ブ
ース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。

 10.試食・試飲

自ブース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。

 11.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。

 12.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。

 13.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ブース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。

 14.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。

 15.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。

 16.その他

その他の内容については「出展マニュアル」（2023年5月頃配布予定）に準ずる
ことといたします。

出展規定

自動化ソリューション
ロボット、AI・IoT、
リモートメンテナンス、
予知保全、外観検査、
メタバース・XR（VR/AR/MR）、
エッジテクノロジー、クラウド、
セキュリティ、ソフトウェア、
センサー、3Dプリンティング、DX

環境ソリューション
新素材・代替素材、環境配慮設計、
GX、SX、ESG投資（CDP/TCFD）、
LCA・GHG算定、
フードロス・廃棄ロス削減

New
新設企画



スタートアップ&アカデミックエリア

2 申込内容　申込内容にチェック□✓してください。
□出展ブース：1ブース／100,000円（税別）　□PRプレゼンテーション：1回／約20分（無料）
 ※PRプレセンテーションのみの申込みは不可。

3 対象ソリューション・出展内容　
はじめに該当するソリューション（自動化・環境）“1つ”にチェック○✓してください。
続いて、出展内容に該当する項目にチェック□✓してください。（複数回答可）

○自動化ソリューション：工場や施設、製造ラインの自動化・効率化に関する製品・技術・サービス
 □ロボット □AI・IoT □リモートメンテナンス □予知保全 □外観検査 □メタバース・XR（VR/AR/MR）

 □エッジテクノロジー □クラウド □セキュリティ □ソフトウェア □センサー □3Dプリンティング □DX

○環境ソリューション：地球環境問題に関する製品・技術・サービス
 □新素材・代替素材　□環境配慮設計　□GX・SX　□ESG投資（CDP/TCFD）　□LCA・GHG算定　□フードロス・廃棄ロス削減

4 展示分類 下記の該当箇所をそれぞれチェックをしてください。
出展製品に該当する分類“全て”にチェック□✓してください。
また、その中で最も重要な主要出展製品に該当する分類“1つ”にチェック○✓してください。

□○ 包装機械／荷造機械 □○ 包装資材・容器 □○ 印刷機械・関連機器 □○ 包材加工機械
□○ ロボット　 □○ 機械部品・要素技術 □○ 包装関連機械 □○ 検査機・検出機
□○ 食品加工機械・関連機器 □○ 医薬品・化粧品・日用品製造機械・関連機器 □○ 環境対策機械・関連機器
□○ 衛生管理機器・資材 □○ 物流機械・関連機器 □○ 店舗設備機械 □○ デジタル技術／ソフトウェア
□○ エンジニアリング・システム □○ 団体 □○ プレス □○ 研究・教育機関 

□○ 人材サポート □○ その他

6 連絡欄

出展申込書

1 出展申込者
フリガナ

英　文

和　文

西暦　　　　　年　　　月　　　日申込年月日

部署
役職

※主にE-mailで連絡いたしますので、正確にご記入ください。

会社名

団体名

機関名

担当者名

所在地

URL

TEL

E-mail

フリガナ

FAX

 （〒　　　-　　　　　）

申込書の送付先 ▶▶▶ JAPAN PACK 2023 運営事務局  japanpack@jpmma.or.jp

5 出展予定製品名

2

3

1

No. 出展予定製品名

一般社団法人日本包装機械工業会 〈JAPAN PACK 2023〉 運営事務局 104-0033 東京都中央区新川2-5-6 包装機械会館3階
japanpack@jpmma.or.jpTEL：03-6222-2277

社名板：CP 1500×200
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■出展料
1社・団体／機関あたり100,000円（税別）
※1社・団体／機関あたり1ブース限りとします。

【出展料に含まれるもの】
●出展スペース（W1,980mm×D990mm、H2,700mm）
●社名板×1枚、収納付き展示台×2台、2口コンセント（100V）×1個、スポットライト×2個
●共通装飾の設営・撤去に関わる費用
●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）
●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
●＜任意＞展示と連動したPRプレゼンテーション1回（約20分予定）
※PRプレゼンテーション用の設備（プロジェクター、スクリーン、マイク、演台）は当展にて手配。

【出展料に含まれないもの】
各出展者のパネル・映像制作および映像機器・設置に関わる費用など
※搬入・搬出は、各出展者にてお願いいたします。

■出展製品　　
出展者独自のブランド製品・試作品・ソフトウェア・オンラインサービスにかかるパネル、映像、実物・実機、パンフレット。
※実機展示および実演のご予定がある場合は、スタート&アカデミックエリア出展申込書の6連絡欄に必ずご記入ください。

自動化ソリューション
工場や施設、製造ラインの自動化・効率化に関する製品・技術・サービス

ゾーンエリアならではの
統一感のあるブース
レイアウトが実現

単独出展よりも
スケールメリットをもった
集客・訴求効果が可能

出展にかかる
手続き（工数）や
コストの低減

展示と連動したプレゼンが
でき、ハード・ソフト両面に

おけるPRが可能

WEBブース（オンライン機
能）が標準実装され、時間
や場所にとらわれない新
たな出会いを創出

5つの出展メリット

環境ソリューション
地球環境問題に関する製品・技術・サービス

下記に該当する日本国内の企業、教育・研究機関
※企業枠での出展の場合は、設立や事業立ち上げなど、
　自社としての取組み開始から原則10年以内

出展対象

 2023年3月31日（金） 出展申込締切

 5月下旬（予定） 出展者説明会

 5月下旬～9月下旬 出展準備 ※各種申込、個別装飾・備品発注等

 9月上旬（予定） 来場事前登録／セミナー聴講登録開始

 10月1日（日）～2日（月） ブース装飾・展示品搬入

 会期終了後～7日（土） 9：00 搬出撤去

■今後のスケジュール（予定）■出展申込み

スタートアップ&アカデミックエリア 出展申込書
に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

申込方法

30社・団体／機関定　員

申込期間 2023年3月31日（金） まで
※締切日前でも定員になり次第締め切り

食品関係、医薬・化粧品関係、鉄鋼・自動車・輸送機器関係、繊維・雑貨・文具関係、流通・サービス・
商社・情報機器・ソフトウェア関係、包装資材・印刷・受託包装関係、機械・機械部品・ロボット関係、
設備・建築関係、官公庁・団体・学校関係、一般・個人、報道関係 など

来場対象

※イメージです
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