
日本ワイン・パビリオン

７万人超の来場者：マーケティングにも最適！

出展のメリット

商談目的が多数！仕入れ・ 購買担当比率：82％

外食産業関係者、商社、小売、通販業者などがバランスよく来場！ 新商品
の発表、マーケティングにも最適です。

購買に関わる担当者の比率が8割近くも来場！ ワインの試飲商談会と
しては異例の多さを誇ります。

低予算パッケージでも、グループ出展やワイン王国プログラムへの参加な
どもあり、多くのお客様との商談が期待できます。

出展対象： 日本ワイン、国産ワイン

低予算出展の費用対効果

日本ワイン・パビリオン
会期：2018年4月11日(水)～13日(金)
会場：東京ビッグサイト　東３ホール

第9回ワイン＆グルメ ジャパン2018

同時開催

ご出展プラン：99,900円/3日出展 (税込)

数量限定

低予算出展を応援する「3日出展」と「1日出展」をご用意しました。

主催
 

ケルンメッセ株式会社
入場料

 
￥4,000（税込）　※招待券持参または事前登録者は無料

入場資格
 
業界関係者のみ

後援
 
（社）日本ソムリエ協会、日本洋酒輸入協会、日本輸入ワイン協会、日本ワインを愛する会、

 
チーズプロフェッショナル協会、各国大使館　他　（予定含む）

同時開催
 
ファベックス、デザート・スイーツ＆ドリンク展、食品＆飲料OEMマッチングEXPO、ハラールマーケットフェア、食肉産業展、麺産業展



開催までのスケジュールと出展準備の流れ

出展申込み方法

出展申込書（1.10）に必要事項をご記入の上、下記事務局までご提出ください。

ワイン＆グルメ運営事務局（ケルンメッセ株式会社内）
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-13-6　恵比寿ISビル5階
出展申込書の送信先

FAX: 03-5793-7771
出展及び運営に関するお問い合わせ

TEL: 03-5793-7770
申込み締め切り日

くみ込し申おにめ早おでのすまり切め締を集募、第次りなに数間小の定予もで前日り切め締 ※
ださい。

たま、留保を付受のみ込し申は者催主、合場たし断判といなわぐそに旨趣の展本が容内展出 ※
はお断りする場合があります。

お問い合わせ・お申込み先
ワイン＆グルメ運営事務局（ケルンメッセ株式会社内）
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-13-6　恵比寿ISビル5階
TEL: 03-5793-7770　FAX: 03-5793-7771 

● 上記内容は予告なしに変更される場合があります。
● パッケージの付属備品のうち、不要な什器・設備が生じ使用されなかった場合でも、料金の変更はできません。　
● また、パッケージの付属備品を他の什器・設備と交換することはできません。
● 備品、電気設備などの追加注文は指定施工業者にて受付しております。ご利用の際は、出展者マニュアルの申込み用紙にご記入の上、指定の締切日までにお願いいたします。

有料サービス ワイングラス…20,000円（税別）／会期
氷…専用ケースご利用で会期中使用無制限　5,000円（税別）

12月22日 年 2月中旬 2月中旬～下旬
出展のご案内 出展申込締切り 出展料金の最終 

支払い期限
出展者配布用 
招待券の送付

各種申請書類 
提出期限 施工・搬入・設営 ワイン＆グルメ展 

会期申込期間

■出展料金のお支払い方法
事務局が申込書記載内容を確認の後、請
求書を発送いたします。
支払期限までに指定口座にお振込みくだ
さい。（振込手数料は申込者のご負担とな
ります。）

■ お振込口座： 
　みずほ銀行　神谷町支店 
　ケルンメッセ株式会社
　普通預金口座番号 
　１０７３１３８

お支払い期限

■出展の取り消し
出展者の都合により、出展の取り消し･
解約があった場合は下記の要領でキャン
セル料をお支払いいただきます。

出展申込受理日から 

スペース料金の25%

スペース料金の100%
、しだた ※ スペースが他の出展者によっ

て使われた場合は出展料の25%。
締め切り日を過ぎた後に小間数を減
らした場合も同様です。

展示会データと実績

 
  

出展料に含まれる物
• 出展小間スペース費
• 基準時間内の会場使用料及び照明･空調費
• 共用施設の施工･工事費及び維持費
• 広報告知費（招待券、ポスター、会場案内図、関連媒体での告知宣伝費）
• 公式ホームページへの出展者基本情報掲載費
• 来場動員プロモーション費（併催イベントの企画制作やDM発送等）
• 主催事務局による企画運営･安全管理･施設警備費

付属備品
システムパネル、社名板、パンチカーペット、カウンター(W1100 x D450 x H1000)、
パイプ椅子、水平棚、スピット、ワインクーラー

日本ワインパビリオン
= ご出展プラン =

□  3日出展：99,900円（税込）

□  1日出展：49,950円（税込）

 （スペース：1小間1.5m x 1.5m）

2018年1月31日

2017年12月22日まで

2017年12月23日以降

2017年12月22日（金）

10月初旬 2018 1月31日 4月9・10日 4月11～ 13日

施工イメージ例（什器の表現は一部異なります）

来場者業種来場者数推移



(フリガナ)

会社名

代表者名

(フリガナ)

出展担当者名

URL

共同出展者名

展示予定商品

必要とする設備・付帯事項（予定がある場合はチェックをお願い致します。事前確認でありサービスの発注ではありません。）

小間 円　

TEL□□□ - □□□□
所在地

（カタログ掲載用）

代表者役職名

㊞

会期：2018年4月11日(水)～13日(金)　会場：東京ビッグサイト 東3ホール

申込日　　　　　年　　　    月　　　    日

事務局が定める出展要項・規約に基づき、下記の通り出展を申し込みます。

出展申込締切日 2017年12月22日（金）

出展申込者　※ 複数で出展する際は、共同出展社名を正確にご記入ください。
英文会社名  (English Company Name)

所属部署名
役　職　名

FAX

□　日本ワインパビリオンパッケージ（3日出展） 99,900 円（税込） 小間 円　

担当者連絡先
（上記と異なる場合）

□□□ - □□□□ TEL

FAX

　出展申込書送付先・お問い合わせ　　ケルンメッセ株式会社 (ワイン＆グルメ運営事務局)
　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-13-6 恵比寿ISビル5階  TEL:03-5793-7770 FAX:03-5793-7771  E-mail: kmjpn@koelnmesse.jp

あり  ・  なし

希望・不要 希望・不要 希望 ・ 不要

グラスレンタル　※有料 氷の使用　※有料 ガイドマップ広告　※有料 ウェブバナー広告　※有料 試飲 / 試食

希望 ・ 不要 あり  ・  なし

要　 ・ 　不要 要　 ・　不要

＜日本ワインパビリオン＞　ワイン＆グルメ ジャパン 2018　出展申込書　No 1.10

1 飲料

1.1 アルコール飲料
1.11 ワイン
1.12 ビール
1.13 スピリッツ
1.14 酒
1.15 焼酎
1.16 その他のアルコール飲料

1.2 ノンアルコール飲料
1.21コーヒー
1.22 茶
1.23 ジュース
1.24 水
1.25 ソフトドリンク
1.26 その他のノンアルコール飲料

2 食品

2.1グルメ食品
2.11 加工食品
2.12 パン類
2.13 パスタ＆麺類
2.14 肉類
2.15 シーフード
2.16 冷凍食品
2.17 乳製品
2.18 生鮮食品
2.19 食用オイル
2.20 オーガニック食品
2.21 健康＆機能性食品
2.22 その他のグルメ食品

2.3 調味料
2.4 食材・原材料

2.5 菓子
2.51 チョコレート
2.52 スナック菓子
2.53 その他の菓子

3 フードサービス
3.1 ワインアクセサリー・ワイン関連機器
3.2 HORECA技術＆関連機器
3.3 ケータリング技術＆関連機器
3.4 店舗用インテリア＆家具
3.5 包装技術＆材料

4 その他
4.1 メディア
4.2 官公庁
4.3 協会・団体
4.4 その他

出展予定品目　※ 該当する商品の番号を○で囲んでください。また、出展予定商品もご記入ください。

社
印

電気工事（有料）※スタンダード／ワインパッケージには含まれます。 給排水工事（有料）※ 2次工事、２槽シンクを含む。 調理 / 実演

□　日本ワインパビリオンパッケージ（1日出展） 49,950 円（税込）

E-mailhttp://

日本ワインパビリオンパッケージ

受付確認連絡事項 事務局記入欄 申込受付日



出展規約 
 

(1) 出展申込み及び本規約の効力の発生 
出展申込みは、本申込書に必要事項を記入・署名・捺印し、事務局に提出することにより受理されます。その時点で、出展者は本出展規約に同意したも
のとみなされ、本規約の効力が発生し、出展者は本規約を遵守する義務が発生します。なお、事務局は本展への出展が適当でないと判断した場合、出展
申込書の受理を拒否することができます。また、これにより生ずる損害等に対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。 

 
(2) 出展料金（スペース料金）に含まれるもの 

▶ 基準時間内の会場使用料金・照明・空調費 ▶ 小間スペース ▶ 共用施設の工事費及び維持費 ▶ 広報宣伝費(招待券、公式ホームページ、公式ガ
イドマップへの社名掲載) ▶ 来場者サービスに関わる費用 ▶ 事務局企画運営・安全管理・施設警備費用 ▶ 世界各地での展示会広報活動 
 

(3) 出展料金（スペース料金）に含まれないもの 
▶ 公式ガイド広告掲載料 ▶  展示物の運送費用 ▶  自社展示物・人的損害保険料 ▶  自社ブースの運営費 ▶  臨時電話、インターネットの敷
設費用と通信料金 ▶  電気工事費、電気使用料 ▶  給排水の敷設工事と使用料 ▶  各出展小間内のゴミ処分に関わる費用 ▶  その他、通常出展
小間料金に含まれないとみなされるもの 

 
(4) 出展料金の請求と支払い 

事務局による出展申込み承認の後、出展者に出展小間料金を請求します。原則として、出展者は請求書発行日から 30 日以内に指定の口座に振り込むも
のとします。また、最終振込み期限は 2018 年 1 月 31 日(水)とします。指定期日までに支払われない場合、事務局は遅延損害金を請求することができま
す。なお、振込手数料は出展者が負担するものとします。 
 

(5) 出展申込み後の解約(スペースの一部解約も含む) 
原則として、スペースの解約はできません。万が一出展者が、出展申込みの解約、または一部スペースの返還を行う場合、書面にて事務局に通知の上、
下記の通り出展者は解約金(キャンセル料)を支払うものとします。 
 

書面による解約通知を受理した日 解約料 

2017 年 12 月 22 日(金)まで    出展料の 25％ 

2017 年 12 月 23 日(土)以降    出展料の 100％ ※ 

※但し、当該スペースが他の出展者によって使用された場合は出展料金の 25％とします。出展面積の一部解約（縮小）の場合も同様です。 
出展者が上記相当金額を未だ支払っていない際には、直ちにこれを支払うものとします。 
出展者が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、超過分から振込手数料を引いた金額を事務局より返還します。 

 
(6) 小間位置の決定と発表 

小間位置は出展商材、出展規模、申込み順等を考慮して事務局が決定します。また、事務局は、展示会規模の変動や入場整理の都合上、または展示効果
向上のために、小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。その際、出展者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできない
ものとします。 

 
(7) 共同出展・グループ出展の取り扱い 

2 社以上の申込者が共同で出展する場合には、1社が代表して「出展申込書 1.10」を提出するものとします。その際、共同出展者の社名を記入してくだ
さい。また、共同出展者は「出展申込書 1.20」を使用し、必要事項を記入の上、事務局まで通知するものとします。 

 
(8) 小間の転貸、売買、譲渡、交換の禁止 

出展者は自社分の小間を事務局の承諾なしに、転貸、売買、譲渡、交換することはできません。 
 
(9) 展示物の管理と免責 

展示物の管理は、各出展者の責任において行ってください。主催者及び事務局は、その損害、盗難、紛失、破損などについては一切責任を負わないもの
とします。 
 

(10) 保険 
会場への展示物の搬送・搬入から撤去までに必要と思われる損害保険には、各出展者で加入してください。また、会期中、展示ブース内の警備・保険に
関しても各出展者で行ってください。主催者及び事務局は、一切の責任を負わないものとします。 
 

(11) 補償 
出展者が、他社ブース、事務局の運営設備、会場設備または人身等に損害を与えた場合は、その補償は出展者の責任になります。主催者及び事務局は一
切責任を負わないものとします。 
 

(12) 展示物の搬入・搬出と撤去 
会場への展示物等の搬入機関及び会場の設営工事期間などの詳細につきましては、別途、出展者マニュアル(2018 年 1 月以降配布予定)にてご案内いたし
ます。会期中は事務局の承認なしに、展示物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。展示物や展示ブース内の保守及び清掃は、各出展者の
責任において行ってください。事務局の定めた日時までに撤去されない展示物や廃棄物等は、出展者の費用で事務局が撤去いたします。その際には実費
を後日請求いたします。 

 
(13) 出展規約の遵守 

出展者は、事務局が定める一連の規約(別紙参加条件、特別条項、見本市への参加一般条項、出展申込書、出展者マニュアル)を本契約の一部とし、これ
を遵守することに同意するものとします。万が一規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず出展を拒否し、この際に生ずる損害等に対し、事務局
は一切の責任を負わないものとします。また、事務局と出展者、来場者、関係者との間で解決されない事態が発生した場合は、裁判所に裁定を委ねます。 
 
 

ワイン＆グルメ ジャパン事務局 
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