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出展申し込み
締め切り日出展申込書 ※出展申し込み締め切り日前であっても、満小間の場合は

　出展受け付けを終了いたします。

受付日 受付No. 担当 備考

（株）ニュースダイジェスト社  ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 事務局 行
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-5-3

　　　年　　　月　　　日申込日
※会社名/団体名は英文名も忘れずにお願いします。

※太枠の部分は会場案内図、公式ウェブサイトなどに記載します。

会社名／団体名

①会社名／団体名

和文

氏名

所在地

部署

役職

部署

役職

フリガナ

（ 〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）　

（ 〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）　

英文

※本欄記載の社名を来
場案内および公式ウェブ
サイト出展者一覧に掲載
します。

和文 英文

フリガナ

※原則として社印にて
　ご捺印ください。

出展責任者

公開用所在地

公開用URL

公開用
メールアドレス（任意）

2020年1月31日(金)

7月2日（木）～7月4日（土）

申し込み、出展にかかわる各種届け出用紙等に記載する個人情報は、本展示会および関連のサービス以外には使用致しません。
ご本人の承諾がない限り第三者に開示いたしません。ただし、機密保持契約を締結した業務委託先（事務局協力会社）に預託することがあります。

《ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2020》の出展のご案内を了承し、下記の通り申し込みます。

出展申込者

※会社名/団体名は英文も忘れずにお願いします。

会場内小間配置図などに記載します。希望する会社はご記入ください。1小間1社まで登録可能です。（例：2小間の場合、代表出展者＋2社）
共同出展者

※来場者からの問い合わせ先として公開します。

出展担当者

※上記と異なる場合のみ

※上記担当者と
異なる場合のみ

②会社名／団体名 和文 英文

③会社名／団体名 和文 英文

※該当箇所に　   を入れてください

申込ゾーン 出展料合計※該当箇所に　   を入れてください

※１カ所で20小間を超える場合は以下の料金割引があります。
◎20～39小間 5%引き／◎40～99小間 10%引き／◎100小間以上 20%引き

小間サイズ：2,970×2,970mm

小間サイズ：2,970×2,970mm

小間サイズ：1,980×1,980mm

メーカー・一般ゾーン 1小間 340,000円

1小間 250,000円

1小間 150,000円

(＋消費税)

(＋消費税)

(＋消費税)

（＋消費税）
円

（＋消費税）
円

（＋消費税）
円

小間数

小間

SlerゾーンB

※税抜き表記

SlerゾーンBは小間タイプを選べません。

単列タイプ（4小間以上）

複列タイプ（4小間以上）

SlerゾーンA

小間

小間
（最大２小間）

※１～３小間までは横列のみの配置になります。
※ご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。

単列タイプ（4小間以上）

複列タイプ（4小間以上）
※１～３小間までは横列のみの配置になります。
※ご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。

小間タイプ ※4小間以上申込の場合、
　ご希望のものに　   を入れてください

申込小間

最大出展物のサイズ 幅　　　　　 ×  奥行 　　　　　×  高さ　　　　　
主な出展製品の分野を以下の出展分野参考表から選択し、□に
チェックを入れてください。多岐にわたる場合は、代表する製品分野を
最大３つまで選択してください。小間配置の参考といたします。

□ １. 産業用ロボット

　  　（垂直多関節・スカラ・パラレル・直交・協働ロボットなど）

□ ２. 溶接・塗装ロボット（レーザー・アーク・スポットなど）

□ ３. ガントリーローダー　

□ ４. AGV　

□ ５. 自動倉庫

□ ６. ソーター

□ ７. マテハン装置・機器

□ ８. ピッキングシステム

□ ９. その他物流機器

□ 10. ロボットハンド

□ 11. ロボット構成部品

□ 12. 周辺機器

□ 13. 各種センサー・制御機器

□ 14. ソフトウェア

□ 15. AI・loT関連装置・システム

□ 16. ロボット搭載機械

　　  （工作機械・鍛圧板金・食品・包装・一般産業機械など）・装置

□ 17. 自動化提案技術

□ 18. 書籍・文献・教育

□ 19. その他

水道・エアー・ガス 使う　　　　　　　使わない

使う　　　　　　　使わないアンカーボルト

危険物の持ち込み 有　　　 　　　　　　無

中小のSlerを支援するための低料金パッケージブース。メーカー・一般ゾーンや
ゾーンAに比べ展示スペースが小さいが低料金での出展が可能です。最大30
小間まで募集。１社につき最大２小間まで。　　

※消費税法に基づき、消費税率は10％です。出展料金の支払い日に関わらず、ROBOT TECHNOLOGY JAPAN開催期間の消費税が適用されます。
　また、消費税法により、消費税率が変更となる場合は消費税額も変更いたします。
※申込書の受領後に、出展料金の請求書をお送りいたしますので、記載の期日までにお振り込みください。振り込み手数料は、出展者にてご負担願います。
※出展をキャンセルする場合は下記の通りキャンセル料を申し受けます。
　出展申し込み締め切り日（2020年１月31日）以降小間位置決定まで…出展料金の20％・出展小間位置決定後（2020年3月上旬以降）…出展料金の100％
※申し込み小間数が会場収容力を超えた場合は、主催者が出展小間数を調整いたします。また、出展申し込みを受諾できない場合があります。あらかじめご了承ください。
　なお、主催者が出展者の小間数を調整する場合は、書面にてその旨を通知いたします。
※出展内容が本展の趣旨にそぐわない場合は出展をお断りする場合があります。

１.小間位置の決定、小間譲渡の禁止

２.出展の変更、取り消し

３.出展物の管理、実演上の注意

４.天候などによるイベント中止について

出展分野 重量物・危険物の展示

出展規定

※システム展示を中心としたSler専用の出展ゾーンで、一般ゾーンとは出展位
置を分けて展示します。小間サイズ、付帯設備、出展要項などは一般ゾーンと
同じとなります。　

小間位置については出展物の内容・形状、来場者の避難誘導路の確
保、見通しのよさなどを考慮し、事務局にて決定します。小間位置の指
定や希望には応じられません。

出展を取り消しおよび小間数を変更する場合は、文書でその理由を
明記し、事務局の了承を得てください。出展をキャンセルする場合は
下記の通りキャンセル料を申し受けます。
■出展申し込み締め切り日（2020年１月31日）以降小間位置決定まで
　→出展料金の20％
 ■出展小間位置決定後（2020年3月上旬以降）
　→出展料金の100％

事務局は出展物の盗難、紛失、損傷、火災その他天災などを原因とす
る出展に関する損害に対して一切の責任を負いません。出展者は出
展物に保険をかけるなどの措置を講じてください。また、著しい音響、
発光、発煙、臭気を伴う実演は中止をお願いする場合があります。

主催者は、天災、その他の不可抗力が原因で展示会の開催が困難と
判断した場合、会期を変更または中止することがあります。中止の場
合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算し、払い
戻しますが、これによって生じた損害を補償いたしかねますので、あら
かじめご了承ください。

mm

〈 出展分野参考表 〉



申込書記入例

最大の展示物（予定）のサイズをご記入
ください。

ご希望の小間数、出展料金の合計額をご記
入ください。4小間以上の出展の場合は単
列タイプ、複列タイプを選択してください。

■申込小間
該当する分野を選択してください。多岐にわ
たる場合は、代表する製品分野を最大３つ
まで選択してください。

■出展分野 ■重量物・危険物の展示

表 裏

■捺印
　  

 「担当者」は本展の出展に際し、事務局との
連絡窓口となる方のお名前をお書きくださ
い。出展者説明会のご案内、出展の手引き、
案内チラシ、ポスターなど一切の書類は、
担当者宛にお送りします。出展申し込み
後、担当者に変更があった場合は、必ず
事務局までご連絡ください。

■出展申込者
● 

● 

■共同出展者
「会社名・団体名」は正確に、フリガナも必
ず記載してください。

 ご希望の場合のみご記入ください。

原則として社印にてご捺印ください。


