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はじめに
「アセアン市場販路開拓 マッチング常設展事業（ハノイ）」とは
ジェトロは、中小企業の皆様を対象として、アセアン市場における日用品・生活雑貨などの販路開拓をサポートす
る「アセアン市場販路開拓商談会（ハノイ）」を毎年開催してきました。今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い、ハノイでの商談会開催に代えて「マッチング常設展事業（ハノイ）」を実施することにしました。
マッチング常設展とは、8 月下旬~10 月の 2 カ月間、日本企業の商品をジェトロ・ハノイ事務所の一角に常設で
展示し、ジェトロより個別にお声掛けした現地バイヤーに商品を直接見てもらうものです。商品を直接見たバイヤーか
らのコメントなどを取りまとめてフィードバックします。バイヤーが商談を希望する場合には、ジェトロが通訳を手配の上、
オンラインによる商談をアレンジいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大は世界の人々の消費行動にも大きな影響を与えています。特に衛生用品・健康
関連商品においては、高品質、安心、安全な日本商品へのニーズがこれまで以上に高まることが予想されます。一方、
各国で開催される見本市・商談会は中止・延期、渡航制限などの措置が取られ、日本商品を海外のバイヤーに見
てもらう機会が激減しています。ジェトロでは、日本の高品質、安心、安全な商品の普及を止めることなく推進していく
ための場として、マッチング常設展事業を実施いたします。参加費用は無料ですので、この機会をぜひご活用ください。

マッチング常設展事業内容
■ジェトロ・ハノイ事務所に各社商品を 2 カ月間（8 月下旬～10 月※予定）展示します。
※新型コロナウイルス関連の影響により輸送などが遅れた場合、開催期間を変更する場合があります。
■ジェトロが現地有力バイヤーに声掛けし、マッチング常設展にてバイヤーが直接商品に触れる機会を設けます。
※来場バイヤーは実店舗のバイヤー、ディストリビューター、オンライン店舗のバイヤーなどを想定しています。
■各出品者の商品情報をまとめたカタログを作成し、バイヤーに対し商品の案内を行います。
※カタログに掲載する商品は、申し込み STEP2 にて登録ください。
※カタログへの掲載商品と、展示品は同じものとしてください。
■バイヤーから商談の希望があった場合、オンラインにてバイヤーと商談いただく機会を設けます。
※オンライン商談の際に通訳が必要な場合は、ジェトロにて通訳を手配し（無料）、面談に同席いたします。
※オンライン商談は、バイヤーの引き合いに基づき実施します。このため参加企業全社に対し、オンラインでの商
談をお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
■展示する商品の輸送は、ジェトロが手配し、費用を負担します。
※展示品は、最大 4 品目までとします。
※輸送に関する詳細は、簡易審査を通過し、事業参加が決定した企業様に別途ご案内します。
※展示品は、現地で破棄します。返送できませんのであらかじめご了承ください。
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参加者募集について
募集概要
募集締め切り：５月 27 日（水）WEB 登録、５月 29 日(金)資料送付
募集規模：中小企業 20 社程度
※応募多数の場合、簡易審査を行います。

対象分野
対象商品：日用品・生活雑貨（具体的には以下の分野などを想定）
★優先分野：衛生用品・健康関連商品
現地のニーズの高さに鑑み、衛生用品・健康関連商品を優先分野に設定しています。
応募多数の場合は優先分野の商品をお持ちの企業様の出品を優先します。
＜具体例＞
★生活を快適・安全にする衛生商品、健康関連商品
※洗剤、マスク、除菌シート、運動用具、防カビマット、機能性サポーターなど
ただし、以下分野の企業様のお申し込みを妨げるものではありません。
●化粧品
●安心・安全、機能性が高いキッチン用品、調理器具
●ベビー・キッズ関連商品（食器、玩具など）

【出品商品に関する注意点】
● 既にベトナムに販売代理店がある場合、これからベトナムに法人設立、代理店契約などの予定がある場合は申
込時にお知らせください。
● 食料品・飲料・農林水産品（健康食品・サプリメント）は本事業の対象外です。
● ベトナムで輸入可能な商品かつ物流業者が取り扱える商品に限ります。
※現地への輸入が困難な商品については、ジェトロが指定する輸送会社より確認のご連絡をさせていただきます。
● 現地の規制を受ける、公序良俗に反する可能性がある、安全性が確保されていない商品の場合やニッチ分野・
商品のためバイヤーとの商談が難しいと予想される場合、ご参加いただけない可能性もございますので、あらかじ
めご了承ください。
● 希望出品物が対象分野・商品に該当するか不明な場合は、海外市場開拓課（P.９）までお問い合わせくだ
さい。
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常設展展示品の輸送方法
ジェトロが委託する輸送会社が展示品の輸送を行います。下記に従い輸送する商品などをまとめ、ジェトロが指定す
る国内倉庫に送付いただきます。詳細は、簡易審査を通過した企業様に対し、別途ご案内させていただきます。
●展示品数：1 社最大 4 商品
各商品につき、合計最大 14 個
→展示用最大 4 個（展示用 1 個＋予備 3 個）
→商品サンプル（バイヤーへの配布用試供品）最大 10 個
※必須ではありません。
※商品そのものをサンプルとする場合と小分けパウチをサンプルとする場合があり、いずれの場
合でも合計最大 10 個までが輸送可能な範囲となります。
●広報ツールなど：輸送可能な箱の大きさ、重量を超えない範囲で同梱
・出品各社が作成した展示品の商品カタログ（印刷物）は、展示用として最大 5 部
・宣伝用ポップなどは、輸送可能な箱の大きさ、重量を超えない範囲で同梱可能です。
ただし英語、ベトナム語のものに限ります。
●輸送可能量：1 社 1 箱。箱の大きさ、重量は以下の通り。

【展示品の輸送に関する注意点】
●展示する商品は、参加者カタログに掲載されている商品のみとさせていただきます。
●輸送可能量を超過する場合は、商品点数を調整させていただく場合があります。
●輸送中、展示中の破損・盗難・紛失について、ジェトロでは一切補償しかねます。あらかじめご了承ください。

常設展 展示品のディスプレイ
1 社あたり縦 50 ㎝×横 50 ㎝×高 50 ㎝ほどのスペースに、最大 4 商品を展示します（P.1 写真参照）。マッチ
ング常設展会場内の商品配置・レイアウトにつきましてはジェトロに一任いただきますので、あらかじめご了承ください。
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お申し込み資格・条件
1．中小企業基本法で定める日本国内の中小企業であること（中小企業者の定義については本項後段参照）。
2．企画・製造業による直接参加であること（代理店のみによる参加は対象外）。また、マッチング常設展にて展示
する商品についても自社による企画・製造を行った商品が対象となります。それ以外の商品の展示を希望される
場合は、当該商品の取り扱いに関する委任状を提出できること。
3．日本国内で生産された商品、もしくは日本企業の資本・技術などにより生産された商品であること。
4．本書記載の事項、特に後述の「本事業ご参加にあたっての注意事項」（P.8）および巻末の「アセアン市場販
路開拓 マッチング常設展事業参加要領」（P.11）をよくお読みいただき、承諾・遵守いただけること。
5．「対象分野・商品」（P.3）に合致する商品の取り扱い企業で、現地の法令などに合致した商品の提供ができ
ること。または、商談後速やかに当該対応がとれる企業であること。
6．オンライン商談には、出品物全ての商談について価格交渉などの権限を持って対応可能な方が参加いただけるこ
と。
7．商談目的の参加であること。市場調査目的の方はご参加いただけません。
8．事業実施地域（海外）への市場開拓に意欲的で、積極的に参加いただけること。
9．現在、反社会的勢力（反社会的勢力の定義などは、巻末の「アセアン市場販路開拓 マッチング常設展事業
参加要領」（P.11）に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

■中小企業者の定義■（資本金基準または従業員基準のいずれかを満たす企業）
業種分類

資本金の額または出資総額

常時雇用する従業員数

製造業その他

3 億円以下

300 人以下

卸売業

1 億円以下

100 人以下

小売業

5 千万円以下

50 人以下

サービス業

5 千万円以下

100 人以下

出所：http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
※応募多数の場合や本事業の趣旨、お申し込み資格・条件、対象分野・商品などに合致しない場合など、ご参
加いただけない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
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お申込時の留意点
1. 参加のお申し込みは、現地法人（子会社）がある場合でも日本国内法人（本社など）からお申し込みくださ
い。お申し込みにあたっては、お申し込みの流れ（P.7）をご確認の上、ジェトロの指定する形式、方法にて期日
までにご提出ください。
2. 本事業への参加に関する規則は、本書および本書巻末の「アセアン市場販路開拓 マッチング常設展事業 参加
要領」によるものとします。本書に記載されていない事項は、同要領の定めに従うものとします。なお、本書と同要
領に矛盾がある場合には、本書の記載内容を優先します。
3. 現地情勢などの諸般の事情に鑑み、本事業が中止または延期となる場合がございますので、あらかじめご承知お
きください。
4. 本事業が中止または延期になった場合においても、本事業の参加のために参加者が支出した費用や本事業の
中止または延期に起因、関連する一切の損害についてはジェトロはこれを負担しません。

参加に係る費用について
無料
ジェトロが負担する費用
 会場スペース（会場借り上げ）料
 会場の設計デザインならびに会場装飾費
 ジェトロ所定の一般的な事業広報、参加企業合同の商談用カタログの製作費（ベトナム語）
 オンライン商談実施時の通訳費用
 引き合い情報収集と提供、およびそのサポートに係る費用
 現地での販路開拓、商取引に関するアドバイスに係る費用
 日本からの輸送費用（ジェトロが指定する国内集積地までの輸送費用はご負担ください）
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お申し込みの流れ（提出書類、お申し込み方法、提出書類、締め切りなど）
参加申し込み情報を登録（締め切り：5 月 27 日（水）17：00）
以下より参加申し込み情報をもれなくご登録ください。登録が正常に完了すると、確認の電子メー
ルが送信されます。

STEP1

URL：https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0056049A

商品情報を登録（締め切り：５月 27 日（水）17：00）
以下より実際に現地で展示する商品情報をもれなくご登録ください。登録が正常に完了すると、
確認の電子メールが送信されます。

STEP2

URL：https://www.jetro.go.jp/form5/pub/far/hanoimatching

所定の書類などをジェトロに提出（締め切り：５月 29 日（金）17:00 必着）
□「参加申込書・承諾書」：2 部

□会社概要（資本金、従業員数が記載されているもの）：1 部（日本語可）

STEP3

※書類などの提出前に、「STEP１」「STEP２」の登録をお済ませください。
※STEP３まで手続きが終わりましたら、お申し込み手続きは完了となります。

簡易審査 ⇒ 参加者決定（６月上旬）


所定の審査を経て参加者を決定します。



本事業の趣旨、お申し込み資格・条件、対象分野・商品に合致しているか、海外販路開拓を行
うための体制が整っているかを確認させていただきます。

STEP4



応募多数の場合や本事業の趣旨などに合致しない場合には、ご参加いただけない可能性もあり
ますので、あらかじめご了承ください。



審査結果の理由についてはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。



審査通過者に、「参加申込書・承諾書」の承諾欄にジェトロが捺印し 1 部送付します。

展示品の輸送（締め切り：6 月 23 日（火））
STEP5



国内の指定集積所までに展示品の発送をお願いします。
（発送方法の詳細は別途ジェトロよりご案内いたします）

8～10 月 アセアン市場販路開拓 マッチング常設展事業（ハノイ）開催
事業開催

・バイヤーとのオンライン商談については、期間中個別にご連絡します。
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本事業ご参加にあたっての注意事項
本事業ご参加にあたっては、以下の注意事項を必ずお読みください。
1. 商談を目的としない企業による参加は認められません。ただしバイヤーからの引き合いがない場合、オンラインによ
る商談は行われません。
2. 本事業中、バイヤーから寄せられた引き合いなどについては、オンライン商談を行うなどして対応します。その後の
商談は各参加者にてご対応ください（ジェトロが代理で商談を行うことはできません）。
3. ジェトロがインターネット上に出品物の画像、商品説明、会社・商品ロゴマーク、会社概要などを掲載すること、お
よび当該情報をバイヤー招致のために活用することにご同意ください（インターネット上でジェトロが掲載する情報
および実施する広告・宣伝活動などによって生ずる参加者の損害および不利益などについて、ジェトロは一切そ
の責任を負いません）。
4. インターネット上での広報、広告などについては、商品の適性などを考慮しジェトロで広告出稿対象や時期・回
数を決定しますので、あらかじめご了承ください。
5. マッチング常設展会場内の商品配置・レイアウトにつきましてはジェトロに一任いただきます。
6. 展示品、商品サンプルなどは各参加者がご準備いただき、ジェトロ指定の数量内、期限内に指定場所に送付し
てください。
7. 本事業の成果把握などのためにジェトロが実施するアンケート・商談記録表のご提出に必ずご協力ください。
8. 参加者の企業名や商品情報を含む本事業結果および各種調査結果の公表にご同意ください。
9. 本事業参加にあたり、各出品物について必要な商標登録などの申請手続きを行うことをお勧めします。
10. 本案内書に記載されている事業日程の詳細は、参加者決定後別途ご案内します。今後変更する場合がござ
いますので、あらかじめご了承ください。
11. ジェトロは盗難や破損などの責任を一切負いません。
12. 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、本展示会の開催地であるベトナムは、4 月 24 日時点で外務省
感染症危険情報レベル 3 となっています。本マッチング常設展は原則渡航を伴わない事業であるため、開催の
方向での調整を行いますが、現地情勢などの諸般の事情に鑑み、ジェトロの判断により中止または延期となる場
合がありますのであらかじめご承知おきください。
13. 本マッチング常設展が中止または延期となった場合においても、本常設展への参加のために出品者が支出した
費用や本展示会の中止または延期に起因、関連する一切の損害については、ジェトロはこれを負担しません。
14. 出品者の皆様の出品物の輸送等のご都合も踏まえ、実施または中止、延期の見通しについては、再度ご連絡
を行う予定です。
15. 上記については、それぞれ、その後も現地情勢等の諸般の事情の変化により、変更になる場合があります。
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キャンセルについて
1. 簡易審査による出品企業決定後は、原則としてキャンセルは受け付けておりません。
2. やむを得ない事情でキャンセルされる場合には文書にて辞退届を作成し、代表者印を押印の上、海外市場開
拓課まで送付してください。辞退届の受理を行ったタイミングにより、準備にかかった費用の実費をご請求させてい
ただく場合があります。

日本貿易振興機構（ジェトロ）
市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課
TEL：03-3582-5015

横山、松下、春田 宛

E-mail：BM@jetro.go.jp

提出物送付先：〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
※政府・自治体の要請に基づく新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした在宅勤務実施のため、上
記電話番号での質問受け付けができない期間が生じる恐れがあります。電話でのご相談をご希望の場
合は、上記メールアドレス宛てに電話番号・通話可能時間帯をご記入の上ご連絡いただければ折り返し
ご連絡いたします。
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お役立ち情報
知的財産権保護について
本事業参加にあたり、事業開始までに必要な商標登録を行うことをお勧めします。なお、商標登録費用、手続きは
各参加者負担となります。商標登録などについては、下記サイトに関連情報を掲載しておりますので、ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/

現地市場に関するお役立ち情報
【調査レポート】
ベトナムでの医療用マスク輸出入時に必要な手続き（2020 年 4 月）
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/b8c17c68b7033085.html
2019 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（2020 年 2 月）
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/01/1057c5cfeec3a1ee.html
ベトナムのキャッシュレス決済最前線（2020 年 1 月）
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/b3c53f5f49d262ad.html
中国企業の投資が急増、ベトナム国内では警戒の声も（2020 年 1 月）
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/7138c3cc43a2a67e.html
ヘルスケア・ビジネスの ASEAN 展開（2018 年 3 月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/e999e1cbfd5a7b1f/report.pdf
【ビジネス短信】
・ベトナム https://www.jetro.go.jp/biznewstop/asia/vn/biznews/
【テレビ番組「世界は今―JETRO Global Eye」】
・ベトナム
https://www.jetro.go.jp/tvtop/asia/vn/tv/

【貿易実務オンライン講座】 ※受講有料
国内取引と比べ、チャンスは大きいものの、リスクも非常に大きいのが海外との取引です。リスクを回避し、海外との
取引を成功させるためには、貿易の流れや実務（マーケティング、輸出入規制、契約交渉、貿易条件、船舶手配、
保険付保、決済方法、貿易金融、通関、クレーム対応など）、取引の際に締結する英文契約についてなど、さまざ
まな知識やノウハウが必要不可欠です。
「貿易実務オンライン講座」は、長年、海外ビジネスに関する相談に応じているジェトロが、そのノウハウを活かし、海
外取引に欠かせない知識を体系的に、分かりやすく学んでいただけるよう開発した講座です。
企業の社員研修のメニューとして、キャリアアップや資格試験対策として、さまざまな用途にお役立ていただけます。
https://www.jetro.go.jp/elearning/
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巻末資料：
アセアン市場販路開拓 マッチング常設展事業
参加要領
独立行政法人日本貿易振興機構（以下｢ジェトロ｣という）が実施するジェトロ アセアン市場販路開拓マッチング常設展事業（以下「本事
業」という）にご参加（以下「出品」という）いただく場合、本参加案内書および本参加要領の定めによることとします。
１．用語の定義

種調査結果の公表に同意いただけること。
(15) インターネット上に出品者の出品物の写真、商品説明、

本参加要領においての用語を以下の通り定義します。

商品・会社ロゴマーク、会社概要、取引条件などを掲載す

(1) 「イベント」とは本事業にて実施するジェトロ主催の現地市

ることに同意いただけること。

場視察、商談会、常設展示、ワークショップ・セミナー、広

(16) 後記１８．（１）に定義する反社会的勢力に該当せ

報活動などのことを指します。

ず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

(2) 「出品物」とは上記「イベント」および商談用カタログ（電
子ファイルを含む）に出品する商品を指します。

３．出品物

(3) 商談会にはオンラインによる商談を含みます。

(1) 出品物は、安心・安全・高品質で機能性、デザイン性に
優れた日用品・生活雑貨（雑貨、キッチン用品、化粧品、

２．出品者
出品者は、以下の資格・条件を満たす者のうち、ジェトロが

生活用品などの消費財）とします。ただし、次に該当する

適当と認めた者とします。

物は禁止または制限します。

(1) 中小企業基本法で定める日本の中小企業者であること。

(a) イベント開催地域の輸入禁止品目

(2) 日本国内で生産された商品、もしくは日本企業の資本・

(b) 我が国の輸出入関係法規で規制する物
(c) 特許権､意匠権､商標権などを侵害する物､あるいはそ

技術により生産された商品があること。

の恐れがある物

(3) 本事業の「参加案内書」および本参加要領を承諾・遵守

(d) 現地の規制を受ける物、通関手続きに時間がかかり本

いただけること。

事業実施に間に合わないことが予想される物

(4) 企画・製造業による直接参加であること。

(2) 出品物は、ジェトロの審査に通過し、かつジェトロが参加す

(5) 出品物全てについて価格交渉など権限を持って対応可能

るイベントの会場・主催者が適当と認める商品とします。

な方が商談に参加いただけること。

(3) バイヤーが見つかりづらい商材の場合、出品をお断りする

(6) ベトナムへの市場開拓に意欲的であること。

可能性があります。

(7) 国内外の法令に反する業務を行っていないこと。
(8) 公序良俗に反する業務を行っていないこと。
(9) 反社会勢力、またはこれに類似する企業・団体でないこと。

４．出品物の単位、数量

(10) 出品者内で本事業の担当者をご指名いただき、ジェトロか

(1) カタログなどに掲載する出品物、現地に輸送する出品物に

らの書類作成依頼、問い合わせに迅速にご対応いただけ

ついては、出品案内書に定める数量を最大とし、カタログの

ること。

商品と輸送する商品が一致するものとます。ただし、形状、
材質、サイズ、カラー、価格などが異なるものでも同一商品

(11) インターネット経由での現地バイヤーからの引き合い、問い

であれば 1 品目とします。

合わせなどに対して出品者が積極的にご対応いただけるこ

(2) 会場へ送付する出品物の容積が極端に大きな場合など、

と。

ジェトロの判断で出品数量を調整する場合があります。

(12) オンライン商談の際は、必要な出品物などを出品者にてお
持ち込みいただけること。会場の規則などにより、事前に出

５．ジェトロの費用負担

品物を送付する必要がある場合は、ジェトロの指定する所
定の会場に期日までに出品物の搬入を行うこと。

本事業実施にあたり、ジェトロは次の費用を負担します。

(13) 本事業の成果把握などのためにジェトロが実施するアンケ

(1) 会場スペース (会場借り上げ)料

ートに必ずご協力いただけること。

(2) 設計デザインならびに基本的な会場工事､施設装飾およ

(14) 出品者の企業名や商品情報を含む本事業成果および各

びジェトロ所定の基本備品

11

(3) 基本的な会場工事に含まれる電気・水道などの工事およ

(3) ジェトロは、様式｢参加申込書・承諾書｣と参加費支払い

びその提供

請求書を出品者宛てに送付し、その後、出品者が参加費

(4) 会場の清掃および警備

をジェトロに支払うことにより、正式に出品が承諾されたもの

(5) ジェトロが雇用する通訳・会場補助員傭人

とします。

(6) 出品物の輸送費（国内指定場所から海外における事業

(4) 参加申し込みがジェトロの計画規模を超える場合は､所

実施会場への輸送。返送は行わない）

定の期日前でも受付を締め切ることがあります。

(7) ジェトロ所定の一般的な事業広報

(5) ジェトロの計画規模を超えた場合､あるいは出品内容など

(8) 参加企業合同の商談用カタログの製作費

が適当でないと認められる場合は､出品申し込みをお断り

(9) 出品者リスト､会場案内などのパンフレット作成費

する場合があります。なお、出品確定後､出品者の都合で

(10) 本事業に係る引き合い情報の収集と提供、関連プロモー

出品の取り消し､または変更、もしくは出品物の大幅な変

ションに係る費用

更が生じた場合は､出品者は書面をもってジェトロの承諾

(11) 会場の復旧

を得ることを条件とします。

(12) 現地での販路開拓、商取引に関するアドバイスに係る費

(6) 正式な申し込み後の取り消しは原則として受け付けており

用

ません。申込者の都合により申し込みを取り消す場合、必
ず書面を送付してジェトロの承諾を得ることとし、参加費の

６．出品者の費用負担

受領如何にかかわらず、ジェトロが書面を受領した日付を

(1) 参加費：参加案内書で定めます。

もとに当該期日までにかかった諸経費をジェトロは申込者

(2) 参加費以外に別途出品者の負担となる主な費用には次

に対して請求できるものとします。

のものがあります。なお、前項５．で明示していない費用
８．出品の形式

は､全て出品者負担となります。
(a) 出品物をジェトロが指定する国内倉庫等に搬入するま

出品の形式は以下のいずれかの形式とします。

での費用

(1) 日本からイベント会場に搬入する形式

(b) 出品物を第三国から会場に輸送する際、および日本

(2) 日本以外の国からイベント会場に搬入する形式

や第三国へ輸送する際に要する再梱包費用、通関諸
費、輸送費、関税、消費税、貨物保険料および通関

９．イベント会場での展示装飾

後の保管料

(1) 会場の形態はイベントごとにジェトロおよび業務委託先にて

(c) 出品物の処理（返送、寄贈、転送、廃棄など）に要

定めます｡

する輸送費、通関費、貨物保険料および廃棄費用

(2) 会場内の構成､基本的設計･デザイン､会場の配置､基本

(d) ジェトロが定める範囲を超える通訳､商品説明員などの

装飾(施設､備品など)は全体の統一･調和を図るため､ジ

傭人費

ェトロが企画し､施工します｡

(e) 出品者の渡航費および滞在費、現地での移動費

(3) 出品物の英語表記（商品名含む）は原則として出品者

(f) 出品者希望による催事(プレゼンテーション､ワークショッ

が申込時に登録した表記とします。

プなど)の開催費(会場費､設備費､通訳費など)

(4) 出品者が持ち込んだ／送付した自己装飾資材などで､全

(g) 商標登録に係る費用

体の調和､統一を阻害したり､他の出品者の迷惑になった

(h) 海外での製品事故にも適用される生産物賠償責任

りするような物は､撤去することがあります｡

(PL)保険への加入費用

(5) 前各号の定めによらず､展示装飾などで支障が生じた場
合、ジェトロは一切その責任を負いません｡

７．出品の取り決め
(1) 参加申し込みは､参加案内書および本参加要領に定める

１０．出品物の管理ならびに責任

所定の期日までに､ジェトロ所定の様式(以下｢様式｣とい

(1) ジェトロは盗難や破損などの責任を一切負いません。

う)｢参加申込書・承諾書｣(2 通)に所要事項を記入の上

(2) 次のような特別な出品物についても出品者の責任で対応

で行うものとします。

することとします。

(2) 申し込みは日本国内の法人から手続きを行うこととします

(a) 製造物責任(PL)に関連する物品
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(b) 高価格品など

します。なお、これにより損害が生じた場合、ジェトロは賠
償請求が可能なこととします。

１１．事業終了後の出品物の処理
(1) 出品物の返送は行わず、処分いたします。

１５．参加要領外事項

(2) 出品物を､ジェトロおよび業務委託先に無断で会場外へ

(1) 本参加要領にない事項および補足事項などは本事業の

持ち出すこと､あるいは第三者への贈与､引き渡すことは禁

｢参加案内書｣に定めます。

止します。

(2) 本参加要領に定めのない事項が発生した場合､ジェトロは
その対策を決定することができるものとします。
(3) 前号の場合､ジェトロは速やかに出品者に通知するものと

１２．第三者との紛争など

し､出品者はジェトロの決定した対策に従うものとします。

(1) 出品者は､次の各号に掲げる紛争などが生じたときは、出
品者の責任と費用負担により､これを解決しまたは第三者

１６．反社会的勢力の排除

に対しその損害を賠償するものとします。

(1) 出品者は、ジェトロに対し、現在、および、将来にわたって、

(2) イベントへの参加に伴い､第三者との間に紛争が生じまたは

自らが反社会的勢力（本条において、「暴力団員による

第三者に損害を与えたとき｡

不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第

(3) 出品物の瑕疵により、第三者との間に紛争が生じまたは第

７７号）第２条第２号に定義される暴力団およびその

三者に損害を与えたとき｡

関係団体、これらの構成員、暴力団準構成員、暴力団

(4) 出品物に関し､第三者との間に特許権､実用新案権、意

関連企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜

匠権､商標権などの産業財産権もしくはノウハウまたは著

ゴロ、特殊知能暴力集団などまたはこれらに準じる者、な

作権上の権利侵害などにより紛争が生じまたは第三者に

いし、これらのいずれかに該当しなくなった日から５年間を

損害を与えたとき｡

経過しない者をいう。）ではないこと、および、次の各号の
いずれにも該当しないことを表明し、保証する。

１３．イベントの開催中止など

(a) 親会社など、役員その他、名義上ないし実質的に経

(1) ジェトロは次号などの場合､イベントの開催を取り止めること

営に関与する者が反社会的勢力であること。

ができることとします。

(b) 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力

(a) 戦争､政情不安､天災､感染症、その他ジェトロの責任

を代理人、媒介者、ないし受託者（受託者の代理

に帰することのできない事由が生じた場合

人、媒介者を含む。）とすること。

(b) 開催期日､方法などの開催条件において大幅な変更が

(c) 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経

生じた場合

営に関与していると認められる関係を有すること。

(c) 外交関係､経済関係などのやむを得ない事由により､ジ

(d) 反社会的勢力を不当に利用し、または交際している

ェトロとしてのイベントの開催が不適当もしくは不可能と

と認められる関係を有すること。

なった場合

(e) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提

(2) 前号の場合､ジェトロは事情に応じて参加費の精算､出品

供を行うこと、または、今後行う予定があること。

物の措置などについて速やかに定め､出品者はそれに従う

(f) 自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する

ものとします。

違法行為を行うこと。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を
用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて
ジェトロの信用を毀損し、またはジェトロの業務
を妨害する行為。
ホ 前各号に準ずる行為。

１４．出品承諾、取り決めの無効および解除
(1) 出品者がジェトロの定める出品者資格を有しないことが判
明した場合、出品承諾後であってもいつでもジェトロはそれ
を無効とできることとします。なお、この場合、出品者は出
品資格喪失に関して発生した如何なる損害の賠償につい
てジェトロに請求できないこととします。

(g) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係を有す

(2) ジェトロは､出品者が本事業の参加案内書および本参加

ること。

要領に違反した場合、出品の取り決めを解除できることと
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(2) 出品者が、前項の表明および保証に反して、反社会的勢
力あるいは前項(a)～(g)に該当することが判明した場合、
ジェトロは事前の通知などなしに、事業参加の承諾ならび
に出品の取り決めを解除できることとします。なお、この場
合、出品者からの参加費の償還請求には応じられません。
(3) 前項１６．(2)の定めに基づき、ジェトロが出品の取り決
めを解除した場合、出品者は解除に起因して発生した如
何なる損害の賠償についてもジェトロに請求できないことと
します。
(4) 上記１６．(2)の定めに基づく解除の有無にかかわらず、
出品者が、上記１６．(1)の表明および保証に反したこ
とに起因してジェトロに損害が生じた場合、ジェトロはその
被った損害について出品者に対し賠償請求が可能なことと
します。

１７．免責
(1) ジェトロは設営準備・会期・撤去の期間中の事故について
の責任を一切負いません。
(2) 本参加要領１３．｢イベントの開催中止など｣および１５．
｢参加要領外事項｣の場合､これにより生ずる出品者の損
害および不利益などについて､ジェトロは一切その責任を負
いません。

１８．係争
この参加要領に関する係争は東京地方裁判所が専属管
轄を持つものとし､日本法に準拠して処理されるものとしま
す。

お問い合わせ先
日本貿易振興機構（ジェトロ）
市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
電話：03-3582-5015（直通）
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