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1. 実施体制（「ニッポン・エキスポ in Shanghai 2012」全体）
主　催 : 日中国交正常化 40 周年記念事業上海実行委員会、

上海会展有限公司等
※日中国交正常化 40 周年記念事業実行委員会は上海
　進出日系企業の代表者が主な構成員。

特別協力 : 在上海日本国総領事館
上海市人民対外友好協会

後　援 : 上海日本商工クラブ、
JETRO、JNTO 等

2. 開催日時
2012 年 11 月 1 日（木）〜 4 日（日）

3. 開催場所
メイン会場 : 上海世博会展中心（万博会場跡地の旧アフリカ館）
アクセス :1030 号交通バス、地下鉄 7、8 号線

※最寄の地下鉄の駅からシャトルバスを運行予定。
サテライト会場 : 上海環球金融中心

4.「スーパーステージ」の内容
日本の魅力を多様な角度から

PRするため、ポップカルチャー、
ファッション、漫画・アニメ・ゲー
ム、観光、日本食品・食文化、
技術、伝統等の要素を幅広く盛
り込んだイベントを実施します。

具体的なイベントの内容は現在検討中ですが、メイン会
場のステージでは、日本の有名アーティストによるコンサート、
有名タレントとの交流会、ファッションショーなどの各種ス
テージを中心に実施する予定です。このほか、食品・飲料コー
ナー、特別販売・交流コーナー、コンテンツ展示コーナーを
設置する予定です。メインターゲットは、日本に対する関心
が高く、日本の商品・サービスを利用又は日本を観光する
可能性の高い若者や青年層（10代〜 30代）といたします。

「ニッポン・エキスポ・スーパーステージ
＆エキシビジョン」（仮称）への協力依頼

日中国交正常化 40 周年記念事業上海実行委員会

日中国交正常化40周年の記念すべき年に当たり、日中両国間
の交流を更に促進するため、在上海日本国総領事館及び上

海市人民対外友好協会の特別協力のもと、「ニッポン・エキスポ in 
Shanghai 2012」と銘打つ大規模事業が開催されることとなりました。

本事業の詳細については別途、各資料をご参照いただきたいと考
えておりますが、概要は以下の通りです。本事業のスーパーステージ
＆エキシビジョンへのご協力を検討いただきますよう何卒よろしくお
願い申し上げます（同時開催の日本商品展覧会〈2012日本消費品
展〉への出展もご検討下さい）。

5. 協力の方法
具体的なご協力の方法は、

①協賛金の拠出、②飲食コー
ナー等への出展、③イベントに
おける賞品の提供等がありま
す。なお、協賛金は、1口1万
元で2口から協賛いただけます。

6. 協力申し込みの締め切り
8 月 31 日（金）まで

7. 連絡先
日中国交正常化 40 周年記念
　事業上海実行委員会事務局
・事務局長：安永博信 (yasunaga@shwalker.com)
・事務局員：高木瑞季 (ruiji0627@yahoo.co.jp)

展示スペース（イメージ図）　

イベントステージ（イメージ図）　

上海環球金融中心　

「ニッポン・エキスポ・日本商品展覧会
（2012日本消費品展）」への出展等
「日本商品展覧会（2012 日本消費品展）」にブース
を出展して、自社製品等を PR いただくことも可能
です。ご関心のある方は、上海会展有限公司にお問
い合わせいただき、上海会展有限公司「ニッポン・
エキスポ・日本商品展覧会（2012 日本消費品展）
への出展要領」を参照のうえ、必ず 33 ページにあ
ります「日本商品展覧会（2012 日本消費品展）」
出展申込書」にてお申込みいただくようお願いいた
します。

上海会展有限公司
担当 : 王珍、周文婧　　
TEL : 021-50278192　FAX : 021-50275970

『ニッポンエキスポ in Shanghai・スーパーステージ＆
エキシビジョン』(仮称) への協力申込書

お申込日 : 2012 年　　月　　日
日中国交正常化 40 周年記念事業上海実行委員会　御中

『本イベントの開催趣旨に賛同し、「ニッポンエキスポ in Shanghai・スーパーステージ & エキシビジョン」
に協力致します。』

ご協力者様の情報（記入必須）

（1）協賛金の拠出
ご協賛口数　（　　　　）口分（　　　　）元を協賛致します。　　

※ご協賛金は、下記口座までご入金いただきますようお願い申し上げます。
上海漫歩創媒広告有限公司
開戸銀行 : 招商銀行上海分行江寧支行
帳号 :096686-212180227310001

●ステージチケットの購入による協賛に関心がある場合、右の下線上に「関心あり」とご記入ください。
※具体的な要領が決まった後、希望者にご連絡のうえ、相談させていただきます。

（2）食品・飲料コーナー、特別販売・展示コーナーへの出展
食品・飲食コーナー、特別販売・展示コーナーへの出展に関心がある場合、事務局にご連絡下さい。

（3）イベントにおける賞品の提供（該当する場合のみ記入）
イベントにおける賞品の提供にご協力をいただける場合、以下の必要事項をご記入いただくとともに、賞品授与の際に賞品
写真をスクリーンに映すことを検討しておりますので、賞品の写真（電子ファイル）をメールにてお送り下さい。

（企業・団体名）

（ご担当者名） （役職名）

（ご住所）

（電話） （fax） （e-mail）

◆日中国交正常化40周年記念事業上海実行委員会事務局
　上海漫歩創媒広告有限公司内　上海市澳門路519弄2号華生大厦11F
　FAX：021-5107-5788　TEL：021-6299-2349/5518
　事務局長・安永博信(yasunaga@shwalker.com)、事務局員・高木瑞季(ruiji0627@yahoo.co.jp)
◆「ニッポンエキスポin Shanghai・スーパーステージ＆エキシビジョン」特別協力
　在上海日本国総領事館（特別協力である上海総領事館の以下の担当官には同時にCCで送信）　
　領事・福永茂和(shigekazu.fukunaga@mofa.go.jp)、領事・堀井健介(kensuke.horii@mofa.go.jp)

提供商品名（日本語・中国語）

提供数量
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「日本商品展覧会（２０１２日本消費品展）」出展申込書

備考 :
①出展申込書は、出展担当者が記載し社印を捺印してください。また出展社の法人登記簿のコピーを添付して下さい。
②出展申込書を提出した後、7 日間以内に主催者と契約すること。
③詳しい出展条件と条項は、《出展者マニュアル》と《物流マニュアル》を参考にしてください。

出展会社名 署名（印鑑）

担当者署名
申込日 : 2012 年　　　　月　　　　日

当社は、上海世博会展中心で 2012 年 11 月 1 日から 4 日に開催される「日本商品展覧会（2012 日本消費品展）」
に参加します。そして、主催者の組織と管理に従い、展示会を成功する為に協力いたします。

ブース設置規則と出展説明
（1） 展示ブースの確定は、料金の前払いに基づきます。し
かし、大型ブース及び事前のブースレイアウトで予定して
いる企業及び組織を優先して、調整の上最終決定をいたし
ます。

（2） 出展企業が展示ブースまたはその一部を無断で転売、
譲渡および貸出することは禁止します。違反が発覚した場
合、違反者の出展資格を取り消します。その場合、振込済
みの出展費用は返還しません。

（3） 出展者は《出展者マニュアル》と《物流マニュアル》
の各項目を遵守して下さい。

日中国交正常化 40 周年記念事業
上海実行委員会配布分

日中国交正常化 40 周年記念事業
上海実行委員会配布分

（4） 出展商品と出展者申込書の範囲と一致していない場合
は、主催者側は出展者の出展と販売を禁止する権利がりま
す。模倣品、粗悪製品、著作権を侵害する商品の出展品は
禁止します。

（5） 出展費用は主催者の指定口座番号に支払ってくださ
い。主催者は着金を確認して、正式に出展を許可します。
主催者は出展費用の延滞があるブースを、処理する権利を
保有します。

会社名称 エージェントコード

会社住所

法人代表者名 出展担当者 携帯番号

電話番号 FAX 番号 e-mail

会社登記番号 ホームページ

出展商品分類
□ 食品 / お菓子 / 飲料 / お酒 　□ 特色物産 / 農業副産物　□ 日用雑貨 / 家庭用品　□ 衣装 / アクセサリー
□ 美容 / 健康　□ 工芸 / ギフト　□ アニメ製品 / 漫画　□ 省エネとエコ / 新エネルギー技術
□ 観光 / 地域振興　□ シルバー産業　□ 防災減災　□ 文化教育　□ その他

出展希望ブース
標準ブース（9㎡から）　　　　　　　　　　  個 費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　元

フリーブース （36㎡から）　　　　　　　　　㎡ 費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
* 標準ブース : 仕様は 3M×3M、人民元 10000 元 (JPY150000)/9㎡、コーナーブースは別途 20%の追加料金。
* フリースペース : 36 ㎡からレンタルできます。人民元 1000 元（JPY15000）/㎡。

出展商品

商品名 数量 産地 ブランド名

（埋められない場合は、展示品のリストを添付してください。）

広告希望 □パンフレット　□入場券　□ハンドブック　□会場内広告　□看板

設計・製作希望 □ブース設計と装飾　□パネル　□宣伝用資料　□その他

その他希望
□ E- ビジネス　□輸入商品の登録　□展示品販売の予約　□ビジネスマッチング
□ステージレンタル　□ビジネス旅行サービス　□通訳　□派遣社員
□ブースの組立 ( 標準 / 特別装置 )　□サウジアラビアパビリオン見学

出展目的 □製品プロモーションと展示　□製品の販売　□パートナー探し　□市場調査

備考

出展申請の流れ
（1） 出展社は、出展意向書に担当者の署名及び捺印をして、
8 月 31 日までにファックス若しくは E-mail で主催者に
送ります。

（2） 主催者は出展者の出展意向書を受け取った後、7 日間
以内に出展社と契約をします。

（3） 出展社は、契約後 14 日間以内にブースの費用の全額
を支払います。もし 3 つ以上の展示ブースを出展する場
合は、14 日間以内に展示ブース費用の 50%を予約金とし
て先払いしてください。50%の予約金が確認できない場
合、主催者は出展社の出店ブースを保留することはでき
ません。3 つ以上のブースの費用の残額は、2012 年 9 月
30 日前に支払って下さい。支払いが確認できない場合、
主催者は出展ブースを処理する権利があります。

（4） 2012 年 7 月 31 日までに出展料を一括払いの場合は、
出展費用の 10%を割引いたします。出展社は出展確認後、
特別な理由がありキャンセルする場合、主催社に書面によ
る出展辞退申請書を提出する必要があります。出展の審査
及び承認後、2012 年 8 月 31 日以前に申請書を提出した
場合は、主催社はブース費用の 50%（予約金除く）を返
却し、2012 年 8 月 31 日以後に申請書を提出した場合は、
展示ブース料（予約金含む）を返却いたしません。主催社
は出展辞退したブースの調整と処理をする権利がありま
す。

（5） 連絡先 :
主催者 : 上海会展有限公司
担当者 : 王珍、周文婧
電話番号 : +8621-50278192
FAX : +8621-50275970
メール :  japan-madefair@shanghai-cec.com
事務所住所 : 上海浦東新区博成路 69 号

（注）申し込みにあたっては、以下にも写し（メールの場
合は cc）を送付いただくようお願いします。

日中国交正常化 40 周年記念事業　　　　　　　　　
上海実行委員会事務局

上海漫歩創媒広告有限公司内　
上海市澳門路 519 弄 2 号華生大厦 11F
FAX : 021-5107-5788　
TEL : 021-6299-2349/5518
事務局長・安永博信 (yasunaga@shwalker.com)
事務局員・高木瑞季 (ruiji0627@yahoo.co.jp)


