www.forestrise.jp
新たな思考とテクノロジーで林業の景色を変える

第3回次世代森林展

出展申込書

申込書送付先： 産経新聞社 コンベンション事業部 FORESTRISE事務局

※本申込書のコピーをとり、必ず控えを保管してください。

〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2
電話：03-3273-6180 ファックス：03-3241-4999 E-mail：forestrise@sankei.co.jp
（社印押印後に郵送、FAXまたはメールでお送りください）

出展規定を了承し、下記のとおり出展申し込みいたします。
出展登録者名

出展申込締切日
：2022年4月29日（金）

2022年9月14日（水）〜9月16日（金）東京ビッグサイト 西展示棟アトリウム

年

月

日

◆出展小間数と出展料
◆小間のレイアウト

※本展の招待状等に掲載する名称をご記入ください

ふりがな

和文

275,000円（税込）／小間×
［

※4小間以上お申し込みの場合にチェック

］小間＝

✓してください。 □並列小間 □ブロック小間 （偶数小間のみ）

◆パッケージ装飾 出展料 ＋ 110,000円（税込） □お申し込み

英文

円（税込）

※2小間以上のパッケージ装飾をご希望の方は事務局まで
お問い合わせください。

◆その他（参考までに現時点でのご予定をご記入ください。設備に関する正式な申込書は出展者説明会時に配布いたします。）

共同出展社名

●電気／□ 要

※共同で出展される場合は下記をご記入ください

ふりがな

□ 不要

●給排水／□ 要 ※1 □ 不要

●強度の音、匂い、風などが発生する製品の展示予定／□ 有

和文

●出展物最大重量（

英文

）
ｔ

最大高さ
（

●エアー／□ 要

□ 不要

□ 無 【有る場合の内容詳細：

】

）
ｍ

※1 屋内で給排水「要」の場合は、ブース設置場所が限定されます。

会社／団体名

◆来場招待券ご希望枚数

※連絡・請求先となる正式の社名、団体名をご記入ください

本社国籍

本社所在地 〒

◆みどころ情報

※無料にてご希望の枚数をお送りします

Fax.

ウェブサイト

）枚

英文（PDF） □ 要

※招待状や公式ウェブサイトに掲載いたします。30字程度でご記入ください。
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Tel.

和文（

10

15

20

25

30

◆出展社プレゼンテーション □ 55,000円（税込）×
［

https://

代表者氏名

代表者役職

担当者名

担当者所属部課名・役職名

発表テーマ

］セッション＝

円（税込）

※招待状や公式ウェブサイトに掲載いたします。30字程度でご記入ください。
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担当者e-mail

※発表日時は主催者で決定し各社に通知いたします。 ※申込書受領後のキャンセルは出来ません。 後日、発表会社名、発表タイトルを確認させていただきます。

担当者連絡先（本社所在地と異なる場合のみご記入ください。）

ご登録いただきました個人情報は、本展の運営管理、実施および主催者・バイオマスエキスポ事務局の関連行事等のご案内をさせていただく目的のため
【個人情報の取扱について】 に利用させていただく場合があります。
これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、主催者・バイオマスエキスポ事務局は、業務委
託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督いたします。

〒

Tel.

申込受付月日

Fax.

申込受付番号

受付者印

備考

出展カテゴリー
出展予定のカテゴリーに対応する詳細にチェックしてください。
次世代テクノロジー
□デジタル変革（DX）
□ドローン／航空レーザ
□サプライチェーンマネジメント構築
□ICT技術
□IoT
（Internet of Things）
□AI（Artiﬁcial Intelligence）技術
□ビッグデータ利活用
□クラウド
□各種自動化技術
□モバイル
□リモートセンシング

□ロボット／アシストスーツ
□トレーサビリティ技術
□森林GIS・シミュレーション技術
□スマートフォン利用ツール／アプリ
□先端技術、研究開発

生産性・安全性・収益性向上／労働負荷低減

森林経営／コンサルティング

□森林計測・森林測量／林況調査技術
□植林・育林・再造林技術
□苗木生産／早生樹・エリートツリー
□獣害・病害虫対策
□治山・災害対策
□素材生産
□高性能林業機械
□路網整備
□運材
□原木・チップ供給
□森林認証

□森林経営・マネジメント
□自治体・企業向けコンサルティング
□人材育成・人材募集
□森林投資／森林信託
□事業地確保
（施業履歴管理・森林経営計画・営業活動）
□森林保険
□山林売買
□山林相続・売却・相続放棄相談

森林空間／多面的機能の活用
□森林サービス産業
□教育（木育・林業体験）
□エコツーリズム
／医療ツーリズムなど観光
□森林セラピー
□保養活動
□小水力発電
□各種レクレーション

SDGs／地方創生
□SDGs経営サポート・ソリューション
□官公庁／地方自治体
／地方公共団体

木質バイオマスエネルギー・熱利用
□木質バイオマス発電設備
□PKS
□木質バイオマス発電供給装置
□ペレット・薪・チップ燃料販売
□木質バイオマスボイラー／ストーブ
□資源・燃焼分析
□木質バイオマス燃料
□発電技術
□プラント／炉
□熱利用
□設計・エンジニアリング
□バイオマス産業都市
□チップ

出展規約
❶出展申込
出展を希望される方は、出展申込書に所要事項をご記入の上、産経新聞社
コンベンション事業部 FORESTRISE事務局までお送りください。
（社印を押
印してください。送付は郵送の他、
メール・Faxでも承ります。）
出展申込締め切り 2022年4月29日
（金）
❷出展料金の支払い
2022年5月以降、主催者の産経新聞社コンベンション事業部 FORESTRISE
事務局より請求書をお送りします。請求書に記載の指定日までに指定口座
にお振り込みください。手形でのお支払いはお断りいたします。なお、期限
内にお支払いいただけない時は、出展を取り消させていただく場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。
❸出展申込後の取消
出展申込後に申込小間数および申込面積の一部または全部を取り消すこと
は原則としてできませんが、主催者がやむをえないと判断した場合、下記の
キャンセル料をお支払いいただきキャンセルとします。
（発表に関わる費用
もこれに準じます。）
書面によるキャンセルの意思表示の期間
2022年4月29日まで・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・出展料の50%
2022年4月30日以降 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・出展料の全額
❹出展料に含まれる費用
基礎小間
（後壁・側壁／オクタノルム使用）
・ 基準時間内の会場使用料金
・ 共用施設の工事費および維持費
・ 来場者プロモーション費
・ 希望枚数ユーザー向け招待状
・ 来場者サービスにかかわる費用
（会場案内などの製作）
・ 会場事務局運営・安全管理・警備費用
❺出展料に含まれない費用
・ 出展者の自社小間装飾費、搬入費および運営費用
・ 電気・ガス・水道などの設備
（一次幹線工事費および二次側工事費と使用料）
・インターネット回線、臨時電話などの通信回線の架設費用と通信料金
・自社出展物および対人傷害などの保険料
・ 会場設備・備品および他社展示物の破損・紛失弁償代
・ 放置された装飾資材などの残材、
ゴミ処分に係る費用
・ その他通常出展料に含まれない費用とみなされるもの
❻出展小間レイアウト
小間レイアウトにつきましては、⑴ 過去の実績
（出展回数）
、⑵ 小間数、⑶ 出
展製品、⑷ 実演の有無、などを勘案したうえ主催者で決定し、2022年7月頃
ご案内いたします。
（予定）
❼出展面積の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展者または出展申込者が、出展面積の一部あるいは全部を、転貸、売買、
譲渡、交換する場合は主催者の許可を得てから行ってください。
❽展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者
は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持
つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を
越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはそ
の他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に
沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上
記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返
金、
またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。
❾小間内の出展者常駐
出展者およびその代理人は、展示期間中主催者指定の出展者バッジを着用
し、かならず小間内に常駐し、来場者との対応および出展物の管理にあたる
こととします。
❿補償
出展者およびその代理人が他の小間、展示会運営設備または展示会場の設
備および人身などに損害を与えた場合は、その補償は出展者の責任となり
ます。

出展申込締切日：2022年4月29日（金）
⓫保険
会場への展示物搬入開始から撤去までの期間、必要と思われるものについ
て損害保険に加入することをおすすめいたします。
⓬展示会の中止・中断・変更
⑴以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困
難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日
程や会場の変更をすることがあります。
・展示会が開始される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不
適切と主催者が判断した場合。
・政府、行政、及び公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命
令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でな
いと判断した場合。
・不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切
ではないと主催者が判断した場合。
⑵前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災
地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、
テロ、スト
ライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
⑶出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対し
て請求できないものとします。また主催者はいかなる場合でも、これに
よって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的な事態に
ついては責任を負わないものとします。
⑷会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出
展料はそれまでにかかった合理的な経費を差し引きご返金いたします。
既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経
費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書
は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行
いたします。指定期日までにお振込みください。
⓭出展物の搬入・搬出と撤去
展示物などの会場への搬入期間および会場での設営工事期間などの詳細
は2022年7月頃ご案内します。会期中は主催者の承認なしに展示物を搬
入・搬出・撤去および移動することは出来ません。展示品や小間内の保守お
よび清掃は、出展者の責任で行ってください。決められた撤去期日までに撤
去されない展示品および物品は、出展者の費用および危険負担で主催者が
撤去します。
⓮マイク使用と音量制限
小間内でのマイクを使用した製品説明、
ＡＶ機器の音量、製品自体が発生す
る音量は隣接する小間との関係により75デシベル以下
（小間前面2メートル、
高さ1メートルで測定）
にしてください。また、音楽の生演奏は厳禁とします。
⓯展示会の運営と免責
主催者は展示会の業務を円滑に実行するために、各種規定などの制定、修
正を行います。また、
この出展要項に記載のない事項について、新たに取り
決め、各種の追加や変更を行うことができます。出展者が
「出展要項」
ならび
に展示規則その他出展者マニュアル上での規定などに違反した場合は、出
展をお断りすることがあります。この場合、既に払い込まれた出展料などは
返却いたしません。主催者は、搬入などの準備から撤去までの全期間を通し
て警備会社と契約して会場の管理にあたりますが、展示品の損害、滅失、盗
難などに関する責任は負いません。また、出展者およびその代理人が他の
小間および設営、または展示会場の設備や人身などに損害を与えた場合、
主催者はその責任を負いかねます。
⓰規約の変更と追加
出展者は、
この規約に定められていない事項、
またはこの規約の条項につい
て疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。主催者は、開催
ごとに出展者に通知の上、
この規約を改訂あるいは追補できる権利を有す
るものとします。
⓱出展要項と展示規則の承認
すべての出展者あるいは代理者は本出展要項および主催者が制定する各
種規則を承認したものとします。
出展申込先

産経新聞社 コンベンション事業部 FORESTRISE事務局
〒100-8079

東京都千代田区大手町1-7-2

TEL：03-3273-6180

FAX：03-3241-4999

E-mail：forestrise@sankei.co.jp

展示会申込から開催までのスケジュール
出展申込締切
出展申込

2022年7月中

2022年7月下旬以降

2022年9月12日（月）

2022年4月29日
（金）

2022年4月29日まで
出展料の50%
出展申込書に社印・団体印を押印の上、
ご提出ください。
2022年4月30日以降
出展料の全額
お申込みは、郵送・ファックス、
メールにて受付いたします。
正式申込書ご提出後のキャンセルは、原則としてできません。
ただし、主催者がやむをえないと判断した場合、上記のキャンセル料をお支払いいただきキャンセルとしますのでご
注意ください。

出展社説明会

小間レイアウト発表、出展社マニュアルの配布

広報宣伝活動

来場招待券の配布、
ウェブサイト更新、広告掲載など

基礎装飾

出展社搬入・設営

9月13日（火）

出展社搬入・設営・装飾

9月14日（水）

会期1日目 10：00〜17：00

9月15日（木）

会期2日目 10：00〜17：00

9月16日（金）

会期3日目 10：00〜17：00
撤去・搬出 17：00〜

2022年11月頃

書面によるキャンセルの意思表示の期間

報告書の送付

新 型コロ ナウイル ス 感 染 症 の 対 策につ い て
本展示会は出展社・来場者を始め関係者の皆様にとって安心・安全な展示会であるために感染症対策を講じて開催い
たします。新型コロナウイルス禍の影響から、
ビジネス回復に向けて本展示会をご活用ください。

