
第一回
中国国際輸入博覧会
（CIIE2018）

会期：2018年11月5日（月）～11月10日（土）
会場：国家会展中心（上海）

募集開始：2018年4月25日（水）14時00分（日本時間）
募集締切：
①ジャパン・パビリオン出品お申し込み 2018年6月 1日 (金)15時00分(日本時間）
②ジャパン・ブース出品お申し込み 2018年6月30日 (土)15時00分(日本時間）

↓

5月31日 (木)

2018/5/11

日本企業向け出品案内書

ジャパン・ブースの募集締切日が早まりました
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【重要なお知らせ】

ジェトロは、この度、中国国際輸入博覧会(以下：CIIE2018)の
日本の取りまとめ機関となりました。

ジェトロは下記の①②の方式で募集します。

①CIIE2018 ジャパン・パビリオン
・各ホール毎のジャパン・パビリオンに集合形式で出品（出品料は通常
料金より割引が適用され、中小企業の方はさらに補助が反映されま
す。）

②CIIE2018 ジャパン・ブース
・出品者は輸入博運営機関の定めるエリアに個別に出品（出品料は通常
料金より割引が適用されます。）

※①②の概要、出品要件、出品料は５ページ以降をご確認ください。

出品分野は、下記の７つのホールに分かれており、お申し込みも
各分野ごとに行っていただきます。

①ハイエンド・インテリジェント機器＊
②消費者向け電子製品（CE）
③自動車
④服飾・日用消費品＊
⑤食品・農産品＊
⑥医療機器・医薬保健＊
⑦サービス貿易＊
※ジャパン・パビリオンは上記7分野のうち、５分野に設置します。

(＊対象)
※ジャパン・ブースは上記7分野への出品を受け付けます。
※詳細は、4ページをご参照ください。
※全体運営等について輸入博運営機関から変更の要請・指示があった場
合、ジェトロは出品案内書に記載の内容を変更させていただく可能
性があります。
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名称 第一回中国国際輸入博覧会

会期 2018年11月5日（月）～10日（土）（会期6日間）開催時間： 9：00～17：00（予定）

会場 国家会展中心（上海）

主催機関 中国商務部、上海市人民政府

運営機関 中国国際輸入博覧局、国家会展中心（上海）

規模 210,000平米（予定）

出品国数 100カ国・地域（予定）

出品対象 ①ハイエンド・インテリジェント機器

②消費者向け電子製品（CE）

③自動車

④服飾・日用消費品

⑤食品・農産品

⑥医療機器・医薬保健

⑦サービス貿易（観光サービス、エマージングテクノロジー、文化・教育、クリエイティブ

デザイン、アウトソーシングなど）

来場者 バイヤー、一般来場者、政府関係者等

※一般来場者への開放日については輸入博運営機関へ確認中

URL

https://www.ciie.org/zbh/en/ （英語）

https://www.ciie.org/zbh/zggjjkblhgkry/ （日本語FAQ）

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/faa/2018/ciie2018/JP_guide.pdf（日本語概要資料）

中国国際輸入博覧会は、2017年5月、北京で開催された「一帯一路」国際協力サミットフォー
ラムにおいて、習近平中国国家主席がその開催を発表し、世界各国との経済交流・協力を強化す
るとともに、世界の貿易と経済成長を促し、開放型の世界経済発展を促進するという目的で開催
されます。
このたび、ジェトロは日本国政府及び駐日中国大使館の推薦を受けた日本における唯一の取り

まとめ機関として、同輸入博覧局に申し込みを行い、日本からの出品者の取りまとめを行うこと
となりました。
本博覧会は、中国国内外から15万社の専門バイヤーの来場を見込んでおり、中国への販路拡大

を目指す上で絶好のPR、商談の機会になろうかと存じます。
日本の製品・技術・サービスを紹介する場として、この機会を是非ご活用いただきたくご案内

申し上げます。

■ はじめに

1. 中国国際輸入博覧会概要

会場外観 ホール内観

https://www.ciie.org/zbh/en/
https://www.ciie.org/zbh/zggjjkblhgkry/
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/faa/2018/ciie2018/JP_guide.pdf


主催 日本貿易振興機構（ジェトロ）

出品規模・形態

5,000㎡（総面積・通路等含む）
各ホール毎のジャパン・パビリオンに集合形式で出品
5つのホールに各々ジャパン・パビリオンを設置

出品対象 前項１．出品対象①~⑦のうち、下記5つの分野

①ハイエンド・インテリジェント機器

④服飾・日用消費品

⑤食品・農産品

⑥医療機器・医薬保健

⑦サービス貿易（観光サービス、エマージングテクノロジー、文化・教育、クリエイ

ティブデザイン、アウトソーシングなど）

※輸入博運営機関の判断によりジャパン・パビリオンの出品分野に変更が生じる可能性が

あります。

（2）ジャパン・ブース概要

（1）ジャパン・パビリオン概要

取りまとめ機関 日本貿易振興機構（ジェトロ）※審査・出品契約等は輸入博運営機関が実施します。

出品規模・形態

出品者のお申し込み規模による。
出品者は輸入博運営機関の定めるエリアに個別に出品
（ジャパン・パビリオン周辺への配置を要望しますが輸入博運営機関の決定によります。）

出品対象 ①ハイエンド・インテリジェント機器

②消費者向け電子製品（CE）

③自動車

④服飾・日用消費品

⑤食品・農産品

⑥医療機器・医薬保健

⑦サービス貿易（観光サービス、エマージングテクノロジー、文化・教育、クリエイティ

ブデザイン、アウトソーシングなど）

※輸入博運営機関による審査がありますので、ご留意ください。
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２．出品概要

※2018年4月時点での情報となりますので、輸入博運営機関によって変更の可能性があります。



３．出品物の要件
①前項の出品対象に合致していること。

②日本ブランドの製品・技術・サービス等を展示すること。

③出品物が中国関税領域（香港、マカオ、台湾を含む）以外で生産されたものであること。

また、輸入博運営機関に提示を求められた際に、関連原産地証明を提示出来るようにしておくこと。

＜農水分野＞

④中国で販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工品及び日本国内で生産された他国産原料

を使用した加工品

※検疫・安全規制では、生鮮食品の輸入は、コメ（くん蒸条件つき）、水産物のみ可能です。

家きん類およびその製品、豚、牛、羊等の偶蹄目動物およびその製品は禁止されています。

◆肉製品などの持ち出しにも輸出検査が必要です（動物検疫所ウェブサイト）

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html

◆日本から輸出される食肉の受入れ状況一覧（動物検疫所ウェブサイト）

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/ex.pdf

◆輸出条件早見表（植物防疫所ウェブサイト）

http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html

※原発関連規制では、現時点において、10都県（宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、

新潟、長野）の全ての食品、飼料については輸入停止となっています。また、10都県以外の製品は産

地証明書が必要です。そのうち、野菜及びその製品、乳及び乳製品、茶葉及びその製品、果実及びそ

の製品、薬用植物製品については、政府作成の放射性物質検査証明書も必要ですが、様式が日本政府

と中国政府との間で整っていないため、同書を発行することができず実質的には輸入停止となってい

ます。水産物は、政府作成の放射性物質検査証明及び産地証明書に加え、中国輸入業者に対し産地・

輸送経路を記した検疫許可申請が要求されますのでご注意下さい。なお、詳細については農林水産省

のHPにてご確認下さい。

※酒類の輸出には、商工会議所の原産地証明書でなく、国税局の産地証明書が必要になります。

◆中国に輸出する酒類に関する証明書の発行について（国税庁ウェブサイト）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/sake/pdf/betten_ch01.pdf

＜農水分野参考情報＞

◆諸外国・地域の規制措置等（農林水産省ウェブサイト）

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html

◆中国向け輸出証明書の概要について（農林水産省ウェブサイト）

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.html

◆貿易投資相談Q&A（ジェトロウェブサイト）

http://www.jetro.go.jp/qatop/asia/cn/qa/

◆加工食品の現地輸入規則および留意点：中国向け輸出（ジェトロウェブサイト）

http://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031003.html

◆一時輸入制度：中国（ジェトロウェブサイト）

http://www.jetro.go.jp/world/qa/04N-110208.html

◆国別マーケティング基礎情報＜中国＞（ジェトロウェブサイト）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/marketing_basicinfo_cn_2014.pdf

◆2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査（中国）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2017/02/77dddc3fe86273cc.html

〔出品物のサンプル輸送について〕

現状、博覧会用として中国へ食品サンプル（非売品）を輸送・通関することが困難な状況のため、本博

覧会参加には、現地販売用として中国へ輸出することが必要となります。
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http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/ex.pdf
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/sake/pdf/betten_ch01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.html
http://www.jetro.go.jp/qatop/asia/cn/qa/
http://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031003.html
http://www.jetro.go.jp/world/qa/04N-110208.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/marketing_basicinfo_cn_2014.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2017/02/77dddc3fe86273cc.html
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（1）ジャパン・パビリオン（各ホール毎に集合形式で出品）

５．出品料金

出品形態 中小企業料金 一般料金

ジェトロ標準ブース（1小間・間口2.5ｍ×奥行3ｍ＝7.5㎡）
※ジェトロのデザインによる基本装飾あり
※申込上限は１社あたり2小間とさせていただきます。

120,000円 340,000円

チャレンジエリア（共有スペース・2㎡程度を予定） 40,000円 ー

※出品料の支払いは、日本国内のジェトロの指定口座への振込みでお願いします。これ以外の方法は受け
付けません。

※ジェトロ標準ブースのお申し込みは1小間（7.5㎡）を最小単位とし、１社あたりの申込上限小間数は2
小間とさせていただきます。

※チャレンジエリアのお申し込みは１社1口を上限とさせていただきます。
※標準ブースかチャレンジエリアのみ、どちらか一方でお申し込みください。重複でのお申し込みは受け
付けません。

※ジャパン・パビリオンとジャパン・ブースの両形態へのお申し込みは可能です。
※出品分野が複数に分かれる場合は、それぞれの分野へお申し込みいただき、各分野でそれぞれ2小間を
上限とさせていただきます。

※原則、地方自治体、業界団体のみ標準ブースに限り取りまとめ出品を可能とし、取りまとめ出品は各分
野それぞれの申込小間数の上限を原則4小間とさせていただきます。また、1小間あたり5社までの取り
まとめとしてください。取りまとめ出品の場合は、別添の出品申込内訳表をご記入のうえ、ご提出願い
ます。（チャレンジエリアでの取りまとめ出品は不可とします。）4小間を超える取りまとめ出品をご
希望の場合は、事前にご相談ください。

※地方自治体は、一般料金となります。業界団体は、当該業界団体の構成員の2/3以上が中小企業の場合
は中小企業料金となります。

※企業様におかれましては、取りまとめ出品は不可とさせていただきます。
※現時点（2018年4月）では、輸入博運営機関より展示即売、試飲、試食は可能との案内を受けておりま
すが、必要な手続きを踏んでいただく必要があります。諸条件については輸入博運営機関の決定に従っ
てください。

※各出品分野で展示ホールが分れます。
※出品料には、日本国内の消費税等は含まれません。
※中小企業の定義は、次項をご確認ください。（P.7）

４．出品者の要件
①日本で法人資格を有する企業、地方自治体、業界団体など（海外法人および海外代理店によるお申し込

みは不可とします）。

②中国への海外ビジネス展開に意欲がある者。

③本博覧会の趣旨に賛同する者。

④お支払いについて

（１）ジャパン・パビリオン出品者：出品料の支払いについて、日本国内のジェトロの指定口座への振込

みができること。

（２）ジャパン・ブース出品者：輸入博運営機関指定の中国の口座にUSDで送金ができること。

⑤会期中、全日程を通じてアテンドし出品・商談が出来ること。

⑥「出品案内書」「海外見本市出品要綱」の記載事項を了承していること。

⑦代理店参加の場合、出品商品のブランド主から書面にて博覧会参加・代理商談・ブランド名/ロゴの提

出について了承を得ていること。

⑧ジェトロおよび輸入博運営機関が出品者として適当であると承認した者。

⑨ジェトロが実施するアンケートに回答すること（会期中、会期後）。
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中小企業とは、「中小企業基本法」の定義に基づきます。以下表のうち、資本金基準・従業員数
基準のいずれかを充たす法人を中小企業といたします。中小企業料金にてお申し込みいただける
のは、①同法に定める日本国内の中小企業 ②同法に定める 中小企業を取りまとめる業界団体等
（当該業界団体等の構成員の2/3以上が中小企業であること）に限ります。
ただし、上記の条件に該当する企業・業界団体等であっても他の国庫補助金による支援を受けて
いる場合は、一般料金にてお申し込みいただきます。

** 「常時雇用する従業員の数」には、事業主、役員、臨時従業員は含みません。

主たる事業として営んでいる業種
資本金基準

資本金の額または出資の総額
従業員基準

常時雇用する従業員の数**

製造業、建設業、輸送業、その他
の業種（下記以外）

3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業（情報サービス業を含
む）

5千万円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

中小企業の定義

●ジェトロ・メンバーズおよび農水産情報研究会会員特別料金
①ジェトロメンバーズ(JM)は会員特別料金としてジャパン・パビリオンの出品料を10％割引します（1口に
つき年間総額75,600円まで）。

②農水産情報研究会会員割引はジャパン・パビリオンの食品・農産物エリアにお申し込みの場合のみ適用
させていただき、会員特別料金として出品料を10％割引します（年間総額54,000円まで）。

③上記の両会員の場合は、どちらかの割引を適用します。
④上記のいずれにも該当しない場合でも、出品と同時に会員にお申し込いただいた場合は各会員の割引を
適用します。ジェトロにおける「出品申込書・承諾書」受領後に、ジェトロ・メンバーズおよび農林水
産情報研究会会員に加入された場合は上記割引の対象外となります。

【入会お申し込み・詳細はこちら】 https://www.jetro.go.jp/members/
⑤割引は日本国内から会員として登録された法人・団体名でお申し込みいただいた場合に限ります。

●東京都の「金融機関・専門機関と連携した『海外展開支援』」

■概要：東京都が新たなメニューとして創設した中小企業制度融資。海外販路開拓などを目指す中小
企業者の幅広い資金需要に対応するため、必要な資金を融資するとともに、東京都が信用保証料の
2分の１を補助します。また、ジェトロ、中小企業基盤整備機構及び東京都中小企業振興公社が、
海外展開に関する事業計画の策定や実行に必要な支援を実施します。

■支援経費：本融資への申込予定者が、その融資を実行予定である金融機関を経由してジェトロへ支
援を申し込む場合、東京都との連携により、ジェトロに支払う出品料等を原則無料で利用できます。

（1企業あたりの利用限度は、支援経費累計が50万円となるまで）
■対象：見本市に単独出品し、東京都内に事業所を有する中小企業者（下記詳細URL参照のこと）
■詳細：http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/
■締切：2018年6月1日（金）＊本見本市の出品料に対して本制度を活用される場合の海外展開支援
申込書（金融機関記入済）提出期限。

※「出品申込書・承諾書」受領後に、本お申し込みをされた場合は、当制度利用の対象外となります。
※本制度には予算財源の上限がありますので申込者先着順とし、上限に達した場合はそれ以降、ご利
用いただくことができません。予めご了承ください。

※本制度はジャパン・パビリオンへお申し込みの企業様のみ対象となり、ジェトロの各種会員割引との併
用は出来ません。

■お申し込み・お問い合せ：ジェトロ関東貿易情報センター
TEL：03-3582-4953 ／ FAX：03-3582-0504 ／ E-mail：knt-tokyo@jetro.go.jp

https://www.jetro.go.jp/members/
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/
mailto:knt-tokyo@jetro.go.jp
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出品形態 料金

標準ブース（9㎡）※輸入博運営機関提供ブース 2,400USD

スペースのみ（1㎡あたり）
※申込単位合計が500㎡未満の場合1㎡＝240USD

240USD
（最小8,640USD）

スペースのみ（1㎡あたり）
※申込単位500㎡以上の場合1㎡＝216USD

216USD
（最小108,000USD）

※標準ブースは、輸入博運営機関よる施工・基本備品付きでのお引き渡しとなります。
※スペースのみのお申し込みの場合、最小申込平米単位は36㎡以上となります。36㎡以降は9㎡単位でお申し込みく
ださい。

※ジャパン・パビリオンとジャパン・ブースの両形態へのお申し込みは可能です。
※現時点（2018年4月）では、輸入博運営機関より展示即売、試飲、試食は可能との案内を受けておりますが、必要
な手続きを踏んでいただく必要があります。諸条件については輸入博運営機関の決定に従ってください。

※当出品形態でお申し込みの場合は、輸入博運営機関審査がありますので、出品の確定は輸入博運営機関の審査後と
なります。

（2）ジャパン・ブース（輸入博運営機関の定めるエリアに個別に出品）

６．出品料に含まれるサービス
（1小間当たり。一部のサービスを利用しない場合でも、料金は同一です。）

(1)ジャパン・パビリオン

全申し込み形態共通

■展示スペース

■公式カタログへの企業情報掲載

■ジェトロが日本、中国で行うイベントでの事前広報

「ジェトロ標準ブース」基本装飾

◇ジェトロ標準ブースで提供されるサービス

（1小間/7.5㎡あたり）

◆統一デザインによる基本装飾

（一定量の電気代およびその工事費を含む）

◆備品（社名表示板1、受付・展示台1、椅子2、テーブル１、

ゴミ箱1、スポットライト3、単相コンセント1、カーペット

（予定））

◇チャレンジエリアで提供されるサービス

（1社あたり）

◆統一デザインによる基本装飾

（一定量の電気代およびその工事費を含む）

◆備品（社名表示板1、展示台1（予定））

※共有スペースとなりますので、占有小間の提供はあり

ません。また、一部のサービスは他社様と共有となりま

す。

「チャレンジエリア」基本装飾

他展示会でのジャパン・パビリオンの様子 チャレンジエリアの様子

※写真は過去の他の展示会の様子であり、CIIE2018のデザインとは異なります。

デザインは確定後にご案内します。
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・出品物調達費

・基本装飾以外の装飾、追加レンタル備品に掛かる

経費

・渡航費（航空賃、宿泊代）、旅行傷害保険料

・ホテル～会場の移動交通費

・食費等の個人的な経費

・専有のアシスタント、通訳等に関わる経費

・輸送費等

・その他「出品料に含まれるサービス」に定める以外の経費

全申し込み形態共通・出品料に含まれないサービス

（2）ジャパン・ブース※輸入博運営機関により変更される場合があります。

「標準ブース」基本装飾

◇標準ブースで提供されるサービス（1小間/9㎡

あたり）

◆備品（社名表示板1、受付・展示台1、椅子2、

スポットライト2、単相コンセント１、カー

ペット（予定））

※輸入博運営機関によって変更される場合があり

ます。

「スペースのみ」

◆スペースのみの提供となりますので、自社で施工会社を選

定のうえ、ブースを設営ください。

輸入博運営機関推薦以外の施工会社を利用する場合、輸入博

運営機関に施工会社の事前申請書（輸入博運営機関指定

フォーム）を提出する必要があり、また、事前に輸入博運営

機関へブースデザインの承認を得る必要があります。詳細は

追ってお知らせいたします。

※写真は輸入博標準ブースのイメージ図であり、JETROの標準ブースとは異なります。輸入博運営機関か

ら標準ブースの画像を入手しましたら追ってお知らせいたします。

出典：http://www.chinainternationalimportexpo.net/reg/images/dankai-1.jpg

７．出品料に含まれないサービス

[参考]

http://www.chinainternationalimportexpo.net/reg/images/dankai-1.jpg


中国国際輸入博覧会へは、２つの申込形態があります。ご希望の申込形態に沿って、ご選択ください。

各申込形態において、出品料、申込先、支払先が異なりますのでご注意ください。

(１)ジャパン・パビリオンにお申し込みの場合

(２)ジャパン・ブースにお申し込みの場合

※ジャパン・パビリオンへのお申し込みが多数の場合は、ジェトロによる審査によって出品者を

決定します。また、ジャパン・ブースへのお申し込みの場合も輸入博運営機関による審査をもって出

品が確定します。

８．お申し込みについて

ジャパン・ブース出品のメリット

①費用負担の削減

ジェトロ経由でお申し込みいただいた

場合のみ出品料の割引を受けることが

出来ます。

②自社のブランド化

独自装飾をすることが出来るので自

社のブランドイメージを表現すること

が可能です。

③集客・広報効果

ジェトロが輸入博運営機関へジャパ

ン・パビリオン周辺への小間配置を要

望し、オールジャパンでのプロモー

ションを目指します。

※小間位置は輸入博運営機関が実施するため

ジャパン・パビリオン周辺へ配置されない

場合があります。

ジェトロ作成の広報媒体への社名掲載、

ジャパンロゴの使用を通じて「日本」

としての統一感を出します。

〔申し込み先〕

ジェトロを経由して輸入博運営機関へ申し込み

〔出品料〕８ページを参照

〔支払先〕国家会展中心（上海）

〔支払い通貨〕USD

〔審査〕輸入博運営機関

(２)ジャパン・ブース(１)ジャパン・パビリオン

ジャパン・パビリオン出品のメリット

①費用負担の削減

ジェトロメンバーズ割引等や中小企
業割引が適用される。

②出品手続きをサポート

出品申し込みやブース装飾など博覧

会参加に伴う手続きをサポートしま

す。

③集客・広報効果

日本企業がまとまって参加するため

「日本」ブランドを鮮明にアピール

することが出来ます。

また、ジェトロが様々な広報媒体を

活用し来場者へアピールすることで

高い広報効果が期待できます。

④輸出に関するアドバイス

ジェトロが輸出全般に関するアドバ
イスを提供します。

〔申し込み先〕

ジェトロへ申し込み

〔出品料〕６ページを参照

〔支払先〕ジェトロ

〔支払い通貨〕円貨

〔審査〕ジェトロ

10

■出品のメリット
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９. お申し込みの流れ
（１）ジャパン・パビリオン

STEP1

オンライン
申し込み

 当「出品案内書」及び「海外見本市出品要綱」をよくお読みのうえ、以下の出品募集サイト

よりお申し込みください。

〔出品募集サイト〕

https://www.jetro.go.jp/events/ciie2018

 ジャパン・パビリオンイベント申し込みサイトより基本情報を入力ください。

（初めてご利用の方は最初にユーザー登録が必要となります。）

〔受付期間〕

2018年４月25日(水)14:00～６月1日(金)15:00（日本時間）

※取りまとめ団体は、入力後に出品申込内訳表をEメールにてご提出ください。

〔提出先〕 faa4@jetro.go.jp ジェトロ 展示事業課 CIIE2018事務局 宛

STEP2

書類提出

 出品申込書・承諾書を記入、代表者印を押印の上、ジェトロ展示事業課

（faa4@jetro.go.jp）へ事前にご送付ください。内容を確認させていただいた上で、ジェト

ロよりご連絡させていただきます。

 ジェトロからの内容確認完了連絡を受け取られましたら、代表者印押印済みの原本2部と

企業・団体概要1部を2018年6月1日（金）までに郵送でご提出ください。

〔郵送先〕 〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

ジェトロ展示事業課 CIIE2018事務局 宛

STEP4
入金

(出品確定)

 ジェトロよる審査の上、出品可否を連絡します。

 あわせて出品内定者へは「出品申込書・承諾書」の承諾欄に押印し、また請求書をご担当者

宛に郵送にて送付します。請求書に記載の出品料を必ず入金期限(2018年7月31日)までにお

振込みください。期限までにお支払いいただいた時点で、正式な出品者として承認されます。

※入金期限までにご入金の確認ができない場合は、出品申し込みが取り消されたものと

みなします。

※出品料振込に要する一切の手数料は出品申込者のご負担となります。

※全出品申込者
• 出品申込書・承諾書（代表者印を押印したもの）2部
• 企業・団体概要（事業内容や出品物内容がわかるもの、パンフレット可）1部

※取りまとめ団体のみ
出品申込内訳表 1部
• 取りまとめ団体としてお申し込みの場合は、オンライン申し込み後に、傘下企業情報も併せてご提出いただきま
す。STEP1〔出品募集サイト〕より「出品申込内訳表」をダウンロードのうえ、Eメールで送付してください。

• 傘下企業未定でのお申し込みは受付けません。また、原則、お申し込み後の傘下企業の変更は認められません。

【提出書類】

出品申込期限
2018年６月1日(金)15:00 ※日本時間

お申し込みが予定小間数に達した場合は、期限前に募集を終了するこ
とがあります。

11

入金期限

2018年７月31日(火)

STEP3

オンライン

書類提出

 輸入博運営機関指定のサイトからExhibitor Information(企業情報）を入力ください。

（入力は6月1日以降～）

※登録サイト、入力方法、締切期日については別途お知らせいたします。

※輸入博運営機関より法人登録書類、出品物の関連原産地証明書の提出が求められる見込

みです。

https://www.jetro.go.jp/events/ciie2018
mailto:faa4@jetro.go.jp
mailto:faa4@jetro.go.jp
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STEP1

オンライン
申し込み

 当「出品案内書」をよくお読みのうえ、以下の出品募集サイトよりお申し込みください。

輸入博運営機関のマニュアルは別途提供される予定です。

〔出品募集サイト〕 https://www.jetro.go.jp/events/ciie2018

①ジャパン・ブースイベント申し込みサイトより基本情報を入力ください。

（初めてご利用の方は最初にユーザー登録が必要となります。）

②輸入博運営機関指定のアプリケーションフォームを上記サイトよりダウンロードいただ

き、記入、押印のうえ、オンライン上で提出ください。

〔受付期間〕

2018年４月25日(水)14:00～６月30日(土) →５月31日(木)15:00（日本時間）

STEP３

輸入博運営

機関審査/

契約手続き

 〔審査結果〕

上記オンライン申し込みに基づき、輸入博運営機関が審査を行います。輸入博運営機関か

らの審査結果はジェトロからお知らせいたします。

 〔契約手続き〕

審査の結果、出品が承認された企業様へはParticipation Contract（出品契約）を輸入博運
営機関と締結していただきます。契約書については、別途お知らせいたします。

STEP４
入金

(出品確定)

 Participation Contract（出品契約）を署名・押印してジェトロ経由で輸入博運営機関へ

提出した時点で、入金前よりキャンセル料が発生します。

 当契約締結後、輸入博運営機関からの請求書にもとづき、1か月以内に50％の前金入金が

必要となります。また、8月1日までに全額の入金が必要となります。

※輸入博運営機関によって入金期限等に変更が生じる可能性がありますので詳細は、契約

締結時の契約書をご確認ください。

※入金後はいかなる理由であっても返金はされませんのでご注意ください。

入金期限

2018年8月1日(水)

出品申込期限
2018年６月30日(土) →５月31日(木)15:00 ※日本時間

輸入博運営機関によって申込期限が変更される可能性があり
ますので、お早目にお申し込みください。
※今後更に申込期限が変更される可能性がありますので、
ご留意ください。

（２）ジャパン・ブース

※ジャパン・ブース申込者
• アプリケーションフォーム（押印後PDF化済み）をオンライン上で提出

【提出書類】

９. お申し込みの流れ

STEP2

オンライン
書類提出

③輸入博運営機関指定のサイトからExhibitor Information(企業情報）を入力ください。

※登録サイト、入力方法、締切期日については別途お知らせいたします。

※輸入博運営機関より法人登録書類、出品物の関連原産地証明書の提出が求められる

見込みです。

https://www.jetro.go.jp/events/ciie2018
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１０. キャンセル規定
出品料を入金した後、出品者の自己都合によりご出品を取消される場合は、
押印のある書面にてジェトロにお知らせください。キャンセル料金の発生時
期と金額については、下表をご参照ください。

出品取消し受付日 キャンセル料

2018年8月1日（水）～2018年９月30日（日） 出品料合計の50％

2018年10月1日（月）～2018年11月10日（土）または連絡なしの不参加 出品料合計の100％

■キャンセル料は、入金していただいた出品料から差し引くこととし、残額を出品者に返金することとします。
■国内で発生した天災等の事由により出品が不可能となった場合、ジェトロにご相談ください。公的な証明書等
の提出をもって、キャンセル料の免除を検討します。

■キャンセル料については、メンバー割引等を適用できません。

（１）ジャパン・パビリオン

（２）ジャパン・ブース

出品取消し受付日 キャンセル料

輸入博運営機関指定の出品契約（Participation Contract）提出時～前金
50％支払日

出品料合計の50％

全額支払日以降 出品料合計の100％

■輸入博運営機関へのお申し込みの場合、本契約（Participation Contract）締結後のキャンセルは、基本的には出来ま
せんのでご留意ください。全額お支払い前であれば、キャンセル時の残金の支払いは不要ですが、払い込んだデポ
ジットは返金されません。詳細は輸入博運営機関とご調整ください。

１１. 今後の流れ

2018年7月11日（水）東京会場
※東京会場以外での開催については、現
在調整中です。

出品（内定）者説明会
（ご参加は任意です）
※各種マニュアルの配布等を予定

2018年８月予定 必要書類（展示装飾等）提出

2018年11月5日(月) ～ 10日(土)
「第一回 中国国際輸入博覧会・

CIIE2018」会期

－宿泊について－
現地、上海は期間中、ホテルが高騰し予約が取りにくくなりますの
で、お早目のご手配をお薦めします。



1２. 注意事項 以下には重要な情報が記載されております。お申し込みの前に必ずご確認ください。

【ジャパン・パビリオン、ジャパン・ブース共通】
■出品申込書に記載された内容に変更がある場合、書面にてジェトロにご連絡願います。また、申込締切日を過ぎてから内容を変

更される場合、ジェトロおよび輸入博運営機関はその内容によっては応じられない場合がございますので、予めご了承ください。

■外国為替および外国貿易法等、国内法令に定めのある出品物の出品については、出品者の責任において事前に許可等を取得願い

ます。（経済産業省安全保障貿易管理課ホームページ：http://www.meti.go.jp/policy/anpo//) 

■ジェトロが成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。（会期中、会期後）

■自社スペースの転貸、売買、交換、譲渡は出来ません。

■搬入～会期～搬出の全日程を通じての会場アテンドをお願いします。博覧会最終日の終了時刻以前の撤収は認められません。

■2018年４月の時点で、博覧会場内でのジャパン・パビリオン設置位置と規模が未定となっております。輸入博運営機関と交

渉中のため、決定次第、情報を更新いたします。

■会場の諸規定や開催国・開催地の関係法令等を遵守願います。

■偽造品、不良品、知的財産権の権利侵害品の展示はできません。また、会場内で使用される出品物・映像・音楽は、著作権を侵

害しないようにしてください。展示・実演で音楽の演奏・オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理

手続きが必要です。※自社で権利を持つものや、既に権利取得済のものは問題ありません。

■ご提供頂いた企業・個人情報は、事業実施のため、設計業者、施工業者、現地バイヤー、輸入博運営機関等の事業関係者に提供

する場合がございます。また、本博覧会に関するプレスリリース、ジェトロホームページ、輸入博運営機関オンラインサイ

ト等において企業情報や出品物の情報等が公開される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■輸出に際しての特許・知的財産については事前にご確認ください。

■出品物の関連原産地証明書を輸入博運営機関より求められる見込みですので、提示できるようにご準備願います。

■東日本大震災による影響を受け、日本からの食品・飲料の輸出に時間がかかる場合もあるため、輸送については、十分ご留意願

います。特に生鮮・冷蔵品の出品を検討している場合にはご注意下さい。

■出品物は国内法令および現地法令に照らして適法に輸送して下さい。違反した場合は、今回または今後のご出品をお断りするこ

ともあります。

■全体運営等について輸入博運営機関から変更の要請・指示があった場合は、ジェトロは出品案内書に記載の内容を変更させてい

ただく可能性があります。

【ジャパン・パビリオン】
■ジェトロが出品者として適当であると承認することを要件とします。

■申込状況、全体スペースの関係から、ジェトロにて1社あたり小間数を調整させていただく場合があります。

■1社あたりの出品の最小申込単位は1小間とします。申し込まれた小間を複数社・団体で共有すること、および、企業を取りまと

めて出品することはできません。地方自治体・業界団体においては、取りまとめ出品が可能ですが、原則として最大4小間まで

のお申し込みとし、1小間あたりの収容社数は5社までとします。

■「ジェトロ標準ブース・チャレンジエリア」の装飾および施工はジェトロが行い、出品物の展示・陳列は出品者が行います。出

品物の展示方法について、周囲ブースとの調和を過度に壊すとジェトロが判断した場合、ジェトロの指示に従っていただきます。

■小間の位置は、出品規模、出品物、業種等を考慮し、確保できたスペース内で展示構成を配慮しつつ、ジェトロが決定します。

位置決定に際して、ジェトロは出品者より一切の希望・要求を受け付けません。

■出品料の振込みに要する一切の手数料は出品申込者のご負担となります。なお、支払額が請求額を下回り所定の期日までに差額

の支払がない場合は、出品申込者による出品申し込みの取消とみなします。

■出品にかかる規則は、本「出品案内書」、ならびに「海外見本市出品要綱」によるものとします。本案内書と海外見本市出品要

綱との間に相違がある場合には、本案内書を優先します。

■戦争、天災、政情不安等の不可抗力が発生した場合、また外交関係、経済関係等のやむを得ない事由からジェトロが博覧会への

参加が不適当もしくは不可能と判断した場合、参加を取りやめることがあります。ジェトロはこれによって生じたいかなる損害

に対しても賠償責任を負いません。

■展示装飾等、今後の準備の詳細については、「出品者マニュアル」「展示装飾マニュアル」にて別途ご案内いたします。

■地方自治体、業界団体等が代表申込者となり、複数社で出品する場合、同一のブースに出品する傘下企業の損害および不利益に

ついては、取りまとめ団体が責任を負うものとします。また、傘下企業と第三者との間で紛争等が生じた際には、取りまとめ団

体の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。

■相応の理由なしにキャンセルされた場合や、実績報告書・アンケート・調査へご協力いただけない場合には、今後ジェトロが実

施する事業の選定等において考慮されることとなります。

【ジャパン・ブース】
■「スペースのみ」の出品者が施工を行う場合、事前に施工業者および施工スケジュールをジェトロおよび輸入博運営機関に連絡

していただきます。詳細は、別途ご案内いたします。

■輸入博運営機関による審査があるため、出品の確定および小間割については輸入博運営機関の判断に従ってください。

■ジャパン・ブースの出品契約は、輸入博運営機関と出品者様の直接契約となるため、当契約によって生じるいかなる不利益等に

ジェトロは一切の責任を負いません。 14
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１３．お問い合せ先

•ものづくり産業部 ものづくり産業課 担当：浜野

•TEL：03-3582-4631

•E-mail：MIA@jetro.go.jp

ハイエンド・

インテリジェント機器

•ものづくり産業部 ものづくり産業課 担当：大山

•TEL：03-3582-7571

•E-mail：MIA@jetro.go.jp

消費者向け電子製品

（CE）

•ものづくり産業部 ものづくり産業課 担当：大山

•TEL：03-3582-7571

•E-mail：MIA@jetro.go.jp

自動車

•ものづくり産業部 担当：草場・久保

•TEL：03-3582-5015

•E-mail：MIB@jetro.go.jp

服飾・日用消費品

•農林水産・食品部 担当：輸入博食品分野担当

•TEL：03-3582-4966

•E-mail： afa_marketing@jetro.go.jp

食品・農産品

•サービス産業部 ヘルスケア産業課 担当：樋口

•TEL：03-3582-8351

•E-mail：SID@jetro.go.jp

医療機器・医薬保健

•サービス産業部 ヘルスケア産業課 担当：樋口

•TEL：03-3582-8351

•E-mail：SID@jetro.go.jp

サービス貿易

•ジェトロ 上海事務所 輸入博担当

•TEL：0086-21-62700489（内線1805）

•E-mail： pcs08@jetro.go.jp

中国国内からの

お問い合せ先

（１）お申し込み手続き、博覧会等出品全体に関するお問い合せ先

展示事業課 CIIE2018 事務局
担当： 寺田、大川、服部、村田
TEL：03-3582-5650 E-mail： FAA4@jetro.go.jp

（２）各出品分野への個別の輸出等に関するお問い合せ先は、
下記、分野担当へお問い合せください。

【日本国内からのお問い合せ】
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【中国国内からのお問い合せ】
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