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A4M      国際学会　日本会議２０１９　共催展示会募集要項

■出展対象者（例）

　医療機器、医療用具、医薬品、検査機器、試薬、医療向けサービス、健康食品、化粧

　品、健康機器、美容機器、健康・美容サービス、書籍　他

■募集小間数（特別協賛プログラム小間含め約８０小間予定）・出展費用（税込）

■基礎小間基本仕様

種  別 単位

基礎小間 １小間

　　　　　　　（白布巻き）

※延長コード、特別電源工事、清掃費、ごみ処理費用などは別途

　請求となりますので、ご注意ください。

※オプション備品、追加施工などのご要望がある場合は、日本会

※使用電力の申請がない場合は、コンセントを取り付けません。

　を申し受けます。

1小間基本仕様

・小間サイズ　　間口W1,800×奥行D900×高さH2,100mm

・バックパネル　間口W1,800×高さH2,100mm

・社名板　　　　幅W900×H200mm

・展示台　　　　間口W1,800×奥行D900×高さ750mm

・電源 　　　　１小間に200Wコンセント付き 

　議2019運営事務局までご相談ください。

　お申込の容量が規定の容量（200W）を超える場合は、超過

　電力工事費として、実費相当額（500Wに付き5,400円税込）

種別 出展単位 日数

基礎小間 １小間～

書籍小間

1小間出展費用（税込）

2日間 216,000円

1小間～2小間 2日間 21,600円



■書籍小間基本仕様

※書籍小間につきましては、最大 2小間までの出展とさせていただきます。

■オプション備品類、追加施工について（別途費用が発生します。）　　　　　　　　　

    A4M 国際学会　日本会議 2019 運営事務局までお問い合わせの上、ご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■募集期間（締切）

　2019 年 7 月 31 日（水）午後 6 時締切

　※但し、予定募集小間数に達した場合は、締切前であっても申込を締め切ることがありま

　　すので、お早めにお申込ください。

　※出展内容が本会議の主旨にそぐわないと判断した場合は、出展をお断りする場合があ

　　りますので、ご了承ください。

　※詳しくは、A4M 国際学会　日本会議２０１９運営事務局までお問い合わせください。

種  別 単位

書籍小間 １小間

・バックパネル　なし

　　　　　　　（白布巻きはオプションになります）

※延長コード、特別電源工事、清掃費、ごみ処理費用などは別途

　請求となりますので、ご注意ください。

※オプション備品、追加施工などのご要望がある場合は、日本会

※電源申請がない場合は、コンセントを取り付けません。

　を申し受けます。

1小間基本仕様

・小間サイズ　　間口W1,800×奥行D900×高さH2,100mm

・社名スタンド　アクリルフォトスタンド　長辺337×短辺250mm

・展示台　　　　間口W1,800×奥行D900×高さ750mm

・電源 　　　　200Wコンセント設置費別途　￥2,160円

　議2019運営事務局までご相談ください。

　お申込の容量が規定の容量（200W）を超える場合は、超過

　電力工事費として、実費相当額（500Wに付き5,400円税込）



■共催展示会場配置図（イメージ／小間数、配置などは変更になる場合があります。）

■基礎小間仕様（１小間イメージ／変更になる場合があります。）



共催展示会出展要項（抜粋）

■申込方法

　別紙「共催展示会出展申込書」に必要事項をご記入の上、FAX もしくは郵送で運営事務

　局までお送りください。また、記入済み申込用紙を PDF などの添付ファイルにして、日本

　会議 2019 運営事務局メールアドレス a4m-office@jtb.com 宛にお送りいただいても構いませ

　ん。尚、申込用紙は、日本会議 2019 公式サイト内からも出力いただけます。

　申込内容を確認後、運営事務局より改めてご連絡させていただきます。

■出展料のお支払い

　出展申込書受領後、出展内容などを確認の上、出展が認められた出展者様には、運営

　事務局より請求書をお送りいたします。請求書に記載の支払期日までに出展料を所定の

　口座にお振込ください。尚、振込手数料は出展者様にてご負担をお願いします。

■小間の割り当てについて

　・小間位置の決定は出展物の種類、小間数、小間構成、実演の有無などを考慮し、主

　　催者が決定し、各出展者へ通知致します。出展者はこの割り当てに対する異議申し立

　　てはできませんので、何卒ご了承ください。

　・出展者が主催者の承諾なく小間の全部あるいは一部を譲渡、交換することはできませ

　　ん。

■出展の取り消し

　・申込書受領の上、請求書をお送りした後の出展取り消しは、原則としてお受け致しか

　　ねます。但し、止むを得ない理由で出展の取り消しを希望される場合は文書にて事情

　　を説明し、主催者の承認を得てください。

　・出展を取り消された場合、別途規定に基づきキャンセル料を申し受けます。

■変更・中止

　・主催者は不可抗力または止むを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、また

　　は開催を中止する場合があります。

　・中止の場合、出展料は返金いたしますが、それまでに要した主催者側の費用を申込小

　　間数に応じて出展者に分担していただく場合もございますので、予めご了承ください。

　　尚、出展者側でそれまでに要した費用は、出展者様にてご負担いただくこととなります。

■禁止事項

　下記の項目に抵触する事項を禁止します。

　・消防法、建築法、その他関係法令、会場規定により禁止されている項目に抵触する

　　行為



　・小間外での展示活動、勧誘活動、参加者や他の出展者に対して危険または迷惑をかけ

　　る行為

　・本会議及び展示会の品位を汚す行為

　・会場の高さ制限を超える装飾、2階建て装飾、造作物に天井をつける行為

　・会場内で主催者の承諾なしに、飲食を提供する行為

■搬入出スケジュール（予定）

　搬入・搬出は下記の日程で予定しておりますが、正式なスケジュールは各出展者様に後

　日ご連絡致します。

　・搬入：2019 年 10 月 25日（金）15：00～18：00

　・展示：2019 年 10 月 26 日（土）09：00～18：00

　　　　　2019 年 10 月 27 日（日）09：00～18：00

　・搬出：2019 年 10 月 27 日（日）18：00～21：00

■出展物

　出展対象に記載された範囲のもの及び主催者の認めたものとします。尚、本会議におけ

　る展示許可は、A4M並びにWAAIM の認可を保証するものではありません。

　本会議開催中並びに開催前後の広報活動に関しては、学会認定、学会認可などの表現、

　表示はご遠慮くださいますようお願い致します。

■外国出展物

　出展物は、保税展示場にはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展

　するか、または ATAカルネの制度をご利用ください。詳細は、運営事務局にお問い合

　わせください。

■出展物販売の禁止

　会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。但し、主催者が認めた

　もの（書籍など）は、限定的に許可することがあります。

■出展物の管理及び事故

　・各出展物の管理は出展者が責任を追うものとし、盗難・紛失・損傷などについては、

　　主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。各出展者にて事前に保険に加入

　　するなどの措置をおとりください。

　・出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するも

　　のとします。主催者はこれに対し、一切の責任を負いません。



■共催展示会出展、展示内容などに関するお問い合わせは、

　

　Ａ４Ｍ国際学会　日本会議２０１９運営事務局

　株式会社JTB　西日本 MICE事業部

　「A4M 国際学会　日本会議 2019」係

　〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町 3-1-8　MPR本町ビル 9階

　TEL:06-6252-5049　FAX：06-7657-8412　Mail:a4m-office@jtb.com

■A4M 国際学会　日本会議 2019開催概要全般に関するお問い合わせは、

　一般社団法人　国際先進医療統合学会（WAAIM）本部事務局

　〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-2　太陽ビル6F  601号室

  TEL:078-335-6350  FAX:078-335-6359 Mail:info@waaim.or.jp



共催展示会出展要項  細則  -19030301

■薬機法未承認品の出展申請について（共催展示会細則-19030301）

１  展示小間（ブース）内表示について

　

　当該品目が未承認品であり、販売・授与できないことが明らかにわかるように、下記の要

　領で未承認品ごとに表示板を設置してください。

　①表示内容：「薬機法未承認品につき販売・授与は一切できません」

　　　　　　　※単に「学術参考品」「薬事申請中」「未承認品」「参考出品」などの

　　　　　　　　表示だけでは不適当です。

　②表示形式：卓上式、たて看板式、バックパネル展示式

　③表示規定：カラー　　白地に黒文字

　　　　　　　書体　　　MSPゴシック

　　　　　　　サイズ　　24ポイント～72ポイント

　●展示会場では「出展条件」を確認、周知徹底の上、当該展示品の管理・保管を徹底

　　してください。

　

2  出展条件について

　●未承認品であり、販売・授与できない旨を表示すること。

　●製造方法、効能･効果、性能に関する標榜は、精密且つ客観的に行われた実験のデー

　　タなど、事実に基づいたもの以外は行わないこと。

　●関連資料などの配布は、原則として行わないこと。

　　但し、医師・歯科医師などの求めに応じて、研究発表論文の別刷りなど、すでに評価

　　を受けた学術論文を提出することはこの限りではない。

　●展示会終了後は、販売・授与せず、廃棄・返送など適切な措置を取ること。

　※未承認医療機器などの展示及び手続きに関しては、【未承認医療機器の展示会等へ

　　の出展について（平成元年 2 月 13 日薬発第 127号厚生省薬務局長通知）】に従って

　　未承認医療機器の展示が円滑且つ適正に運営されることを目的として、A4M 国際学会

　　日本会議 2019実行委員会において自主的に定めた適用基準です。

【ご提出書類】

　●未承認品目の展示を予定される企業・団体は、「共催展示会出展申込書」と共に、

　　別紙書式に則って「未承認品目出展申請書」を作成の上、運営事務局までご提出くだ

　　さい。



■共催展示会出展、展示内容などに関するお問い合わせは、

　

　Ａ４Ｍ国際学会　日本会議２０１９運営事務局

　株式会社JTB　西日本 MICE事業部

　「A4M 国際学会　日本会議 2019」係

　〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町 3-1-8　MPR本町ビル 9階

　TEL:06-6252-5049　FAX：06-7657-8412　Mail:a4m-office@jtb.com

■A4M 国際学会　日本会議 2019開催概要全般に関するお問い合わせは、

　一般社団法人　国際先進医療統合学会（WAAIM）本部事務局

　〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-2　太陽ビル6F  601号室

  TEL:078-335-6350  FAX:078-335-6359 Mail:info@waaim.or.jp



薬機法未承認品目出展申請書

2019 年　　　月　　　　日

A4M 国際学会　日本会議 2019

実行委員長　　松山　淳　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○○○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　△△△△　㊞

A4M 国際学会　日本会議 2019 共催展示会への出展申請

下記品目の展示は、学術振興に寄与するものと考えられるので、薬機法を遵守し、別途資

料を添付の上、出展申請いたします。

１．出展品目

　　一般的名称：

　　品　　　名：

　　数　　　量：

２．出展理由（下記を参考に、該当理由を記載ください。）

　　①当該学会にて申請品目の学術発表が行われるため

　　②新規技術導入により新たに開発された商品

　　③新規技術導入により新たに改良された商品

　　④新規原理にもと好き新たに開発された商品

　　⑤新規原理に基づき新たに改良された商品

　　⑥その他

３．出展会場

　　A4M 国際学会　日本会議 2019 共催展示会場

４．出展日時

　　2019 年 10 月 26 日（土）～27 日（日）

５．備考

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


