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お問合せ先はこちら

2019年  12月19日（木） 記念講演会／開催説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）
 出展申込開始 出展申込書をホスピタルショウ事務局へ送付
2020年 ２月27日（木） 出展申込締切
 ２月～３月 出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛へ
 ４月6日（月） 小間位置抽選・装飾等説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）
 ４月30日（木） 出展料支払い締切
 ５月～６月 販促備品配布：招待状、搬入出券等
 ６月29日（月）～30日（火） 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入
 ７月1日（水）～3日（金） 会期（10:00～17:00）
 ７月3日（金） 搬出・撤去

ホスピタルショウ事務局
〒151－8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－11－8　
TEL.03－3403－8615　FAX.03－3403－5716　E-mail：hsg@noma.or.jp　URL：https://noma-hs.jp/

国際モダンホスピタルショウHP（https://noma-hs.jp）から出展申込書をダウンロードし、
必要事項を記載、押印のうえ、申込書（原本）をホスピタルショウ事務局までご郵送ください。

出展者プレゼンテーションセミナー ホスピタルショウカンファレンス

◆ 出展お申込み方法 ◆

展　示　構　成

開催までのスケジュール

出展のご案内 ＜申込期限＞2020年2月27日（木）

無回答　1.0%

病院･クリニック関係
（医療従事者）　
38.4%

保健・介護・福祉関係　
2.3%
在宅サービス　
0.1%
建築設計・施工関係　
3.1%

医療関連ディーラー　
10.3%

医療関連メーカー　
13.8%

官公庁・団体・教育機関　
4.6%

その他一般企業　
24.1%

学生　1.9%
無職　0.4%

ｎ＝5,505

病院経営･管理部門
（理事長・院長・副院長･
事務長・部長他）
17.3%
診療部門
（医長･医師他）　
2.1%

その他の病院業務
（ソーシャルワーカー・コンサルタント他）
1.5%

診療技術部門
（薬剤・検査・放射線･
リハビリ・栄養管理他）　
10.8%
看護部門
（病棟・手術・外来・中材・教育他）　
13.6%

事務部門
（医事・庶務人事・用度施設･
会計経理･企画他）
30.2%

無回答　0.7%

調剤薬局　0.3%
医療情報システム部門　
23.5%

ｎ＝2,035

来場者プロフィール（2019開催時の来場者アンケート抜粋）

①来場者は約 7万人で日本最大級！
・健康・医療・福祉の展示会として、日本最大規模の来場者 7万人の展示会
・医療・福祉従事者の比率も 4割以上と高く、新たな販路開拓、新製品 PRなどに最適！

②実績と信頼に支えられる第 47回目の開催
・2400を超える病院会員を持つ抜群の信頼と実績のある一般社団法人日本病院会との共催
・70万人を超える会員を持つ日本最大の看護職能団体である公益社団法人日本看護協会の特別協力
・1974年を第 1回として、途切れることなく進化し続けて 47回目の開催を迎える

③出展者からの様々な期待も 70％　OVER !
「来場者属性」への満足度やホスピタルショウへの位置づけに関しても
「販売促進に有効！」「自社や製品をアピールできる！」という回答がともに 70％以上

【ご郵送先】
　〒151-8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－11－8
　一般社団法人 日本経営協会　ホスピタルショウ事務局　宛て



出展者プレゼンテーションセミナー

オープンステージセミナー（無料）

展示ブースの種類
展示ブースの種類は、スタンダードブースとフリーブースの2種類があります。
1出展料
 小間の種類 出展料（税別） 備　考
 スタンダードブース 会員　390,000円 最大3小間まで申込可。（ただし、横一列となります） １小間につき 一般　450,000円
 フリーブース 会員　42,000円 36㎡以上で400㎡を上限とし、
 １㎡につき 一般　44,000円 申込み面積区分から申込面積を選択してください。

出展者プレゼンテーションセミナーは、Ａコース、Ｂコースの２コース設定しています。
申込セッション数はA・Bコースを含め1社2セッションまでとします。

 コース 使用料（税別） 備　考
 出展者プレゼンテーションセミナー　Aコース 220,000円 会期中、2日（木）のみの実施となります。
 出展者プレゼンテーションセミナー　Bコース 130,000円 1日（水）、3日（金）のみ、2会場で同時に実施します。

Ａコース
①実施日：2020年7月2日（木）
②会　場：展示会場内（青海展示棟A・B内）

※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：250名（予定）
④時間割：   7月1日（水） 7月2日（木） 7月3日（金）

 11：30～12：15  セッション A-1
 12：45～13：30  セッション A-2
 14：00～14：45  セッション A-3
 15：15～16：00  セッション A-4

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

Ｂコース
①実施日：2020年7月1日（水）～3日（金）
②会　場：展示会場内（青海展示棟A・B内）

※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：120名（予定）
④時間割：   7月1日（水） 7月2日（木） 7月3日（金）

 10：30～11：15  セッション B-5 セッション B-10
 11：45～12：30 セッション B-1 セッション B-6 セッション B-11
 13：00～13：45 セッション B-2 セッション B-7 セッション B-12
 14：15～15：00 セッション B-3 セッション B-8 セッション B-13
 15：30～16：15 セッション B-4 セッション B-9 セッション B-14

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

展示実演に加え、より効果的にプレゼンテーションする場としてご活用いただけるよう「オープンステージセミナー」を開設します。
申込みセッション数は原則1社1セッションまでとします。

1セッション枠・料金
2020年7月1日（水）～ 3日（金）の3日間のうち、
各日11：30 ～ 16：10までの中で
1セッション30分の枠をご用意（約30セッション程度）いたし
ます。（予定）
※日時・場所は事務局にて指定します。

利用料金：無料
利用対象：全出展者（申込先着順）
　　　　　※原則1社1セッション

※会員とは（一社）日本経営協会、（一社）日本病院会の会員企業・団体

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダード・ブース

2展示ブースの種類
1 スタンダードブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、下図のような基本設
備を主催者において施工したブースです。（サイドパネルは
通路側を除く。）
●小間サイズ（1小間） ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：　1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

●スタンダードブース1小間（スタンダードパッケージブース共通）の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H=300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
蛍光灯（1小間につき40W1灯をパラペットの裏側に取り付けます 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1KWの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1KW

※上図イメージは「Ｂカラーイメージパッケージ」をイメージしたものです。

A 装飾備品パッケージ
料金：60,000円（税別）
パッケージ内容
受付カウンター1台
展示台2台
カウンターチェア1脚
貴名受1個
カタログスタンド1台
ベルクロテープ18枚
Ｓカン・チェーン2セット
LEDスポットライト3灯

B カラーイメージパッケージ
料金：100,000円（税別）
パッケージ内容
装飾備品パッケージ
（左記60,000円のもの）
壁面システムパネルの全面カラー装飾
（色は指定色からお選びいただけます）
カーペット色の変更
（色は指定色からお選びいただけます）
※指定色は公式ＨＰでご確認いただけます。

有料オプションのご案内

※上図イメージの装飾は各出展者で行うため、金額には含まれておりません。

2セッションの種類

1セッション料

2 フリーブース
大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなるブースです。（高さ制限は4.5m）
境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はありません。
●申込面積区分：申込面積は36㎡以上で400㎡を上限とします。（単位で下記の申込面積より選択してください。）

●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。出展料は決定面積での請求となります。
②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画される場合は、そのスペースを十分に取り、通路に来場者が溢れることが無いように、

申込面積をご検討ください。

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 117㎡ 奥行  9m × 間口13m
 126㎡ 奥行  9m × 間口14m
 135㎡ 奥行  9m × 間口15m
 144㎡ 奥行  9m × 間口16m
 150㎡ 奥行10m × 間口15m
 160㎡ 奥行10m × 間口16m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 170㎡ 奥行10m × 間口17m
 180㎡ 奥行10m × 間口18m
 190㎡ 奥行10m × 間口19m
 200㎡ 奥行10m × 間口20m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 36㎡ 奥行6m × 間口  6m
 42㎡ 奥行6m × 間口  7m
 48㎡ 奥行6m × 間口  8m
 54㎡ 奥行6m × 間口  9m
 60㎡ 奥行6m × 間口10m
 66㎡ 奥行6m × 間口11m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 72㎡ 奥行6m × 間口12m
 78㎡ 奥行6m × 間口13m
 81㎡ 奥行9m × 間口  9m
 90㎡ 奥行9m × 間口10m
 99㎡ 奥行9m × 間口11m
 108㎡ 奥行9m × 間口12m

※200㎡を超える申込面積のタテ・
ヨコのサイズは事務局で決定させ
ていただきます。



出展者プレゼンテーションセミナー

オープンステージセミナー（無料）

展示ブースの種類
展示ブースの種類は、スタンダードブースとフリーブースの2種類があります。
1出展料
 小間の種類 出展料（税別） 備　考
 スタンダードブース 会員　390,000円 最大3小間まで申込可。（ただし、横一列となります） １小間につき 一般　450,000円
 フリーブース 会員　42,000円 36㎡以上で400㎡を上限とし、
 １㎡につき 一般　44,000円 申込み面積区分から申込面積を選択してください。

出展者プレゼンテーションセミナーは、Ａコース、Ｂコースの２コース設定しています。
申込セッション数はA・Bコースを含め1社2セッションまでとします。

 コース 使用料（税別） 備　考
 出展者プレゼンテーションセミナー　Aコース 220,000円 会期中、2日（木）のみの実施となります。
 出展者プレゼンテーションセミナー　Bコース 130,000円 1日（水）、3日（金）のみ、2会場で同時に実施します。

Ａコース
①実施日：2020年7月2日（木）
②会　場：展示会場内（青海展示棟A・B内）

※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：250名（予定）
④時間割：   7月1日（水） 7月2日（木） 7月3日（金）

 11：30～12：15  セッション A-1
 12：45～13：30  セッション A-2
 14：00～14：45  セッション A-3
 15：15～16：00  セッション A-4

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

Ｂコース
①実施日：2020年7月1日（水）～3日（金）
②会　場：展示会場内（青海展示棟A・B内）

※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：120名（予定）
④時間割：   7月1日（水） 7月2日（木） 7月3日（金）

 10：30～11：15  セッション B-5 セッション B-10
 11：45～12：30 セッション B-1 セッション B-6 セッション B-11
 13：00～13：45 セッション B-2 セッション B-7 セッション B-12
 14：15～15：00 セッション B-3 セッション B-8 セッション B-13
 15：30～16：15 セッション B-4 セッション B-9 セッション B-14

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

展示実演に加え、より効果的にプレゼンテーションする場としてご活用いただけるよう「オープンステージセミナー」を開設します。
申込みセッション数は原則1社1セッションまでとします。

1セッション枠・料金
2020年7月1日（水）～ 3日（金）の3日間のうち、
各日11：30 ～ 16：10までの中で
1セッション30分の枠をご用意（約30セッション程度）いたし
ます。（予定）
※日時・場所は事務局にて指定します。

利用料金：無料
利用対象：全出展者（申込先着順）
　　　　　※原則1社1セッション

※会員とは（一社）日本経営協会、（一社）日本病院会の会員企業・団体

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダード・ブース

2展示ブースの種類
1 スタンダードブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、下図のような基本設
備を主催者において施工したブースです。（サイドパネルは
通路側を除く。）
●小間サイズ（1小間） ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：　1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

●スタンダードブース1小間（スタンダードパッケージブース共通）の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H=300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
蛍光灯（1小間につき40W1灯をパラペットの裏側に取り付けます 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1KWの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1KW

※上図イメージは「Ｂカラーイメージパッケージ」をイメージしたものです。

A 装飾備品パッケージ
料金：60,000円（税別）
パッケージ内容
受付カウンター1台
展示台2台
カウンターチェア1脚
貴名受1個
カタログスタンド1台
ベルクロテープ18枚
Ｓカン・チェーン2セット
LEDスポットライト3灯

B カラーイメージパッケージ
料金：100,000円（税別）
パッケージ内容
装飾備品パッケージ
（左記60,000円のもの）
壁面システムパネルの全面カラー装飾
（色は指定色からお選びいただけます）
カーペット色の変更
（色は指定色からお選びいただけます）
※指定色は公式ＨＰでご確認いただけます。

有料オプションのご案内

※上図イメージの装飾は各出展者で行うため、金額には含まれておりません。

2セッションの種類

1セッション料

2 フリーブース
大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなるブースです。（高さ制限は4.5m）
境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はありません。
●申込面積区分：申込面積は36㎡以上で400㎡を上限とします。（単位で下記の申込面積より選択してください。）

●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。出展料は決定面積での請求となります。
②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画される場合は、そのスペースを十分に取り、通路に来場者が溢れることが無いように、

申込面積をご検討ください。

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 117㎡ 奥行  9m × 間口13m
 126㎡ 奥行  9m × 間口14m
 135㎡ 奥行  9m × 間口15m
 144㎡ 奥行  9m × 間口16m
 150㎡ 奥行10m × 間口15m
 160㎡ 奥行10m × 間口16m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 170㎡ 奥行10m × 間口17m
 180㎡ 奥行10m × 間口18m
 190㎡ 奥行10m × 間口19m
 200㎡ 奥行10m × 間口20m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 36㎡ 奥行6m × 間口  6m
 42㎡ 奥行6m × 間口  7m
 48㎡ 奥行6m × 間口  8m
 54㎡ 奥行6m × 間口  9m
 60㎡ 奥行6m × 間口10m
 66㎡ 奥行6m × 間口11m

 申込面積 タテ・ヨコのサイズ
 72㎡ 奥行6m × 間口12m
 78㎡ 奥行6m × 間口13m
 81㎡ 奥行9m × 間口  9m
 90㎡ 奥行9m × 間口10m
 99㎡ 奥行9m × 間口11m
 108㎡ 奥行9m × 間口12m

※200㎡を超える申込面積のタテ・
ヨコのサイズは事務局で決定させ
ていただきます。
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お問合せ先はこちら

2019年  12月19日（木） 記念講演会／開催説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）
 出展申込開始 出展申込書をホスピタルショウ事務局へ送付
2020年 ２月27日（木） 出展申込締切
 ２月～３月 出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛へ
 ４月6日（月） 小間位置抽選・装飾等説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）
 ４月30日（木） 出展料支払い締切
 ５月～６月 販促備品配布：招待状、搬入出券等
 ６月29日（月）～30日（火） 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入
 ７月1日（水）～3日（金） 会期（10:00～17:00）
 ７月3日（金） 搬出・撤去

ホスピタルショウ事務局
〒151－8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－11－8　
TEL.03－3403－8615　FAX.03－3403－5716　E-mail：hsg@noma.or.jp　URL：https://noma-hs.jp/

国際モダンホスピタルショウHP（https://noma-hs.jp）から出展申込書をダウンロードし、
必要事項を記載、押印のうえ、申込書（原本）をホスピタルショウ事務局までご郵送ください。

出展者プレゼンテーションセミナー ホスピタルショウカンファレンス

◆ 出展お申込み方法 ◆

展　示　構　成

開催までのスケジュール

出展のご案内 ＜申込期限＞2020年2月27日（木）

無回答　1.0%

病院･クリニック関係
（医療従事者）　
38.4%

保健・介護・福祉関係　
2.3%
在宅サービス　
0.1%
建築設計・施工関係　
3.1%

医療関連ディーラー　
10.3%

医療関連メーカー　
13.8%

官公庁・団体・教育機関　
4.6%

その他一般企業　
24.1%

学生　1.9%
無職　0.4%

ｎ＝5,505

病院経営･管理部門
（理事長・院長・副院長･
事務長・部長他）
17.3%
診療部門
（医長･医師他）　
2.1%

その他の病院業務
（ソーシャルワーカー・コンサルタント他）
1.5%

診療技術部門
（薬剤・検査・放射線･
リハビリ・栄養管理他）　
10.8%
看護部門
（病棟・手術・外来・中材・教育他）　
13.6%

事務部門
（医事・庶務人事・用度施設･
会計経理･企画他）
30.2%

無回答　0.7%

調剤薬局　0.3%
医療情報システム部門　
23.5%

ｎ＝2,035

来場者プロフィール（2019開催時の来場者アンケート抜粋）

①来場者は約 7万人で日本最大級！
・健康・医療・福祉の展示会として、日本最大規模の来場者 7万人の展示会
・医療・福祉従事者の比率も 4割以上と高く、新たな販路開拓、新製品 PRなどに最適！

②実績と信頼に支えられる第 47回目の開催
・2400を超える病院会員を持つ抜群の信頼と実績のある一般社団法人日本病院会との共催
・70万人を超える会員を持つ日本最大の看護職能団体である公益社団法人日本看護協会の特別協力
・1974年を第 1回として、途切れることなく進化し続けて 47回目の開催を迎える

③出展者からの様々な期待も 70％　OVER !
「来場者属性」への満足度やホスピタルショウへの位置づけに関しても
「販売促進に有効！」「自社や製品をアピールできる！」という回答がともに 70％以上

【ご郵送先】
　〒151-8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－11－8
　一般社団法人 日本経営協会　ホスピタルショウ事務局　宛て


