国際モダンホスピタルショウ2022 出展申込書
一般社団法人日本経営協会

国際モダンホスピタルショウ事務局

御中

＊申込書記載上の注意・お願い事項

申込日

年

月

日

①出展申込者の欄には必ず社印、代表者印を捺印してください。
③申込書提出の際には、必ず本申込書のコピーをとり保管し、原紙を送付してください。
②下記事項に変更がある場合はその都度、文書にてご連絡ください。 ④Mailによる出展申込みの場合は、必ず原紙をご送付ください。
1. 出展申込者 「出展のご案内」を参照いただき、下記内容をすべてご記入のうえ、出展ご担当者の名刺1枚を添えて事務局へお送りください。

〒

（フリガナ）

会社名（和文）

印

氏

名

所属役職

住

所

フリ

ガナ

名

ＴＥＬ.

E-mail

ＵＲＬ

氏

請求書送付先

（

所属役職

）氏

出展担当者以外の
場合はご記入ください

フリ

住

ガナ

印

〒
ＦＡＸ.

所

担当者印

責任者印

請求書発行日

備考

5. 各種出展申込内容＆料金
①展示会ブース
※1〜3小間まで
スタンダードブース

小間

※36㎡以上から
フリーブース

㎡

※税込金額をご入力・ご記入ください
①税込：
円

下記にチェックの上、
②に金額を入れて下さい。
スタンダードブースオプションをご希望の場合は、
□A装飾備品パッケージ
※税込金額をご入力・ご記入ください
□Bカラーイメージパッケージ（BにはAの装飾備品パッケージが含まれております。）
②税込：
円

0円

②出展者セミナー
□出展者セミナーA（配信なし）120名
希望日時
記 入 例→A−1
（ 13日（水） 11：30
〜
12：15
の枠）
第１希望 A−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）
第２希望 A−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）
第３希望 A−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）
□出展者セミナーB（配信なし）80名 □出展者セミナーB（配信あり）80名+オンライン視聴
希望日時
記 入 例→B−1
（ 13日（水） 11：45
〜
12：30
の枠）
第１希望 B−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）
第２希望 B−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）
第３希望 B−
（
日（ ）
：
〜
：
の枠）

出展者セミナーA
220,000円（税込）
出展者セミナーB
143,000円（税込）
出展者セミナーB配信付
220,000円（税込）

※税込金額をご入力・ご記入ください
Ⅱ：

円

●出展者セミナーのテーマ
（そのまま案内状に掲載されますので、60字までを目安にご提出ください。）

〒

案内状の受講者募集用原稿となりますので、
テーマは魅力的な表現でお願いします。
予定の場合は、後日正式なものをご連絡ください。
（ HPへの掲載は後日反映も可能です。）

ＦＡＸ.

ＴＥＬ.

名

受付NO.

Ⅰ（①+②）税込：

差し支えなければ
大文字・小文字・−
（ハイフン）̲（アンダーバー）等を正確にご記入ください。
ご記入ください

緊急連絡先（携帯）

申込受付日

所在地

代表者（責任者） 役 職 名

出展担当者
連 絡 先

事務局
記入欄

※原稿締切日2022年4月6日（水）厳守

テー マ

2. 主な出展製品明細
（具体的にご記入ください）
出展製品名

出展製品名

□ 給排水工事を予定

（フリガナ）

会社・団体名

氏

所属役職

3. 会員種別
□日本経営協会会員／□日本病院会会員 ※すでに入会済
□日本経営協会会員へ新規入会 （□入会申込済／□入会申込を希望 ※必ずどちらかにレ印をお付けください。）
□一般
※日本経営協会会員へ入会を希望される場合は、入会手続きと別途入会金50,000円（不課税）が必要になります。

ゾーン

4. 出展ゾーン
（ゾーン構成をご確認のうえ、
該当する□にレ印をお付けください。）

□医療機器ゾーン
□医療情報システムゾーン

※発表者がお決まりでしたらご記入ください。

□看護ゾーン
□介護・福祉・リハビリゾーン

□健診・健康増進ゾーン
□施設環境・運営サポートゾーン

名

●医療従事者限定の希望について（□にレ印をおつけください。）
□医療従事者限定とする
※医療従事者限定指定の場合も受講者の申告する情報のもと、可能な範囲での対応となります。予めご了承ください。

◆出展料合計（①+②）※税込金額をご入力・ご記入ください
展示会ブースⅠ
（①+②）

税込：

0

円

出展者セミナーⅡ

税込：

Ⅰ+Ⅱ合計
円

税込：

0

円

当社・団体は、
国際モダンホスピタルショウ2022下記記載の出展規約を了承し、
上記の通り申し込みます。
→□チェック欄
国際モダンホスピタルショウ2022 出展規約
【1.規約の履行】
出展者（共同出展者を含む 以下同様）
は、以下に述べる各規約および主催者が提示した「出展
のご案内」および出展者を対象に行う
「小間位置抽選・装飾等説明会」で配布する
「出展マニュア
ル」の各規定（以下に説明する出展に関する規約に一部記載されています）
を遵守しなくてはな
りません。
これらに違反したと主催者が判断した場合は、主催者はその時期を問わず出展申込の受付を拒
否し、あるいは出展の取り消し、出展の中止、小間（スペースを含む 以下同様）
・展示物・装飾物
等の撤去・変更を出展者に命じることができます。その際、主催者の判断根拠は関係者に通知し
ません。また、出展者から事前に支払われた費用の返還および出展取り消し、小間・展示物・装飾
物等の撤去・変更、出展の中止によって生じた出展者および関係者の損害も補償いたしません。
【2.出展資格】
2-1. 出展者は、主催者が定める展示会の開催趣旨に明示した開催目的・展示品目等に合致する
製品・サービスを提供する法人・団体などに限定します。また、主催者は本展示会の出展基
準に従い、製品・サービスなどが展示に適さないと判断した時、主催者は、その出展の取り
消しをすることができます。
2-2. 出展対象内の製品・サービスの場合でも、公序良俗に反する場合、
または知的財産権等の
侵害のおそれがある場合、若しくは出展・展示等で会場運営、会場保全、管理・秩序の維持や
安全に不適切と主催者が判断した場合、
主催者は出展申込の受付を拒否することができま
す。この権限は、企業・団体、人、物、行為、印刷物および主催者が問題あると考えるすべて
のものに及ぶものとします。その際、主催者の判断根拠は出展申込者および関係者に通知
しません。
2-3.申込時から起算して過去5年間に法律・法令違反で業務・取引停止等の行政処分を受けた
企業・団体または破産・民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申し立があった企業・
団体の出展申込みはできません。
2-4.出展申込書の記載内容および添付書類に不足または不備があると主催者が判断した場合、
主催者は出展を拒否する権利を有します。
2-5.会場内で現金の授受を伴う物品・サービスの提供（即売行為）
を目的とした出展はお断りし
ます。
2-6.出展申込みを正式に受理した後でも、出展者において「出展規約」などに違反したと主催者
が判断した場合、主催者は出展を取り消すことができます。

2-7.出展者が提出した出展申込書に基づき、主催者が出展者に対して請求書を発行した期
日をもって、出展契約の成立とします。
【3.出展申込みおよび出展料の支払い】
3-1.出展申込書は、記入必要事項のすべてにご記入いただき、会社・団体印、担当者印を捺印し
原本をお送りください。
3-2.出展申込書の他に「会社案内」、
「出展製品（サービス）
カタログ」または「説明書」類を添付
してください。
3-3.出展申込書および出展規約、その他すべての提出書類はコピーをお取りいただき、お手元
に保存してください。
3-4.主催者は出展申込書受領後、
各出展者の担当者あてに請求書を送付します。
出展者は下記支払期限までに指定の銀行口座へ請求金額（追加）
をお振込みください。手
形によるお支払いは、お受けできません。振込み手数料は出展者のご負担でお願いします。
期日までに請求金額を完納しない場合は、出展者の都合により出展を取り消したものとみ
なします。
支払い期限 2022年5月20日
（金）
【4.出展の取り消し】
4-1.やむを得ない事情と主催者が判断した理由により、出展者は出展のすべてまたは一部の取
り消し・解約をする場合、出展者は書面にて主催者に届け出たうえ、規定のキャンセル料を
主催者に支払わなければなりません。
4-2.キャンセル料
●2022年1月27日
（木）
から2022年3月25日
（金）
／請求金額の50％
●2022年3月26日
（土）
から2022年7月31日
（日）
／請求金額の100％
【５. 開催中止にともなう免責】
地震・水害等の自然災害、火災・爆発等の大規模事故、
テロ、第三者からの指示・命令、感染症等の
発生*など不可抗力により、展示会・オンラインイベントともに開催が不可能と主催者が判断した
場合、出展料から必要経費を差し引いた残額を出展申込者に返却いたします。なお、
出展申込者
が要した費用については、主催者は一切賠償責任を負いません。
＊感染症等の伝播地域からの出展者に対し主催者は、
出展をお断りする権利を有します。
この場合、
出展者が要した一切の経費について、主催者は賠償責任を負いません。
【6.小間位置の決定】
6-1. 小間位置は、小間の種類、大きさ、
ゾーンなどに基づき主催者が会場全体の小間レイアウト
を作成し、小間位置抽選・装飾等説明会において出展者の抽選で決定します。※トピックス
出展コーナーは除く。

6-2. 出展者は、小間位置抽選・装飾等説明会で決まった展示小間をいかなる理由があってもそ
の全部または一部を、他社と交換・譲渡・貸与などすることはできません。
6-3. 主催者は、出展申込キャンセルなどが発生した場合、
状況により小間の配置や全体レイアウ
トを変更することができます。
【7.書類の提出】
出展契約成立後に、出展者は主催者から提出を求められた書類は指定期日までに提出しなけれ
ばなりません。
【8.出展に関する規定】
8-1.出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどの出展内容などに
変更が生じた場合、速やかに主催者に文書で連絡しなければなりません。
8-2.装飾・展示などの搬入・搬出および展示方法などは、主催者の提供する
「出展マニュアル・届
出書類」
に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
8-3.出展者は、通路など自社小間内以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはでき
ません。また、近隣の展示を妨害してはいけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出
展者はその指示に従うものとします。
8-4.出展者は、強い光、熱、煙、臭気、大音量を放つ実演および展示小間周辺通路における順番
待ち・溢れなどを伴う実演など他社の迷惑になる行為を行ってはいけません。実演などが
他社に迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じること
ができます。出展者はその指示に従うものとし、指示に従わない場合は、1項「規約の履
行」
に従い処置します。
8-5. 出展者は、出展会場およびその周辺に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導
をしなければなりません。
8-6. 会場・会場周辺において本展示会の準備期間中・会期中・会期後に主催者・来場者・出展者な
どに対して迷惑のかかる行為（前記7-2〜5項および強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営
業・業務妨害またはそれらに類する行為、法律・法令に違反行為）があった場合、
または、予
想される場合は、
主催者はその時期を問わず、対象企業・団体の出展申込の拒否、
および出
展者の出展中止を命ずることができます。
8-7. 展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主
催者はその責任を一切負いません。
8-8. 出展者は主催者に撮影届を提出後、
自社小間および出展者が特定されない全景のみ撮影
することができます。
8-9. 主催者は、出展者および来場者に対して、展示会の安全・秩序の維持のために入場を拒否
することができます。

【9.損害責任】
9-1.主催者はいかなる場合でも、出展者およびその雇用者・関係者が展示小間および会場施設
ほかを使用することによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責
任を負いません。
9-2.主催者はいかなる場合でも、準備開始から撤収完了までの会期中すべての期間において、
出展者およびその雇用者・関係者・代理店・装飾会社・運送会社ほかの過失や不注意などに
よって生じた展示会場内およびその周辺での人・建築物・設備などに対するすべての傷害・
損害などについて、
一切の責任を負いません。
9-3.出展者は、準備開始から撤収完了までの会期中すべての期間において、その雇用者・関係
者・代理店・装飾会社・運送会社ほかの過失や不注意などによって生じた展示会場内および
その周辺での人・建築物・設備などに対するすべての傷害・損害について一切の責任を負い、
速やかに損害額の全額を賠償するものとします。
9-4.主催者は、天災、その他不可抗力の原因により会期の変更・開催の中止によって生じた出展
者および関係者の損害を補償いたしません。
9-5.主催者は、
自然災害、火災、爆発などの大規模事故、交通機関の遅延、社会不安、感染症、盗
難、交通事故などによって生じた出展者および関係者の損害を補償いたしません。
【10.個人情報の取り扱い】
出展者は、本展示会を通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守
し、適法かつ適切な取得を行う必要があります。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で利
用しなければなりません。また、取得した個人情報は、出展者が責任を持って管理・運用するもの
とします。万一、来場者に損害が生じた場合、出展者が全責任を負うと共に、
自ら責任を持って紛
争を解決するものとします。主催者は一切の責を負いません。
＊主催者の個人情報保護方針については、
https：//www.noma.or.jp/privacy/tabid/259/Default.aspxをご参照ください。
主催者が運営、基礎工事、電気工事等の「秘密情報および個人情報の取り扱いに関する契約」を
締結している委託会社には業務上の必要な委託業務として出展者の情報を提供することができ
るものとします。また主催者は、本展示会に関する連絡・告知などに使用することもできるものと
します。
【10.補則】
10-1.上記から生じる一切の権利義務の争いについては、東京地方裁判所を第一審管轄裁判
所とします。
10-2.本申込書、出展のご案内、出展マニュアル、各種届出書、
規定・規約等の文書における正式
な言語は日本語とし、
準拠法は日本法とします。

