
2019年2月28日

※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、申込者にてご負担願います。
※ご記入いただいた記載内容は、当社の企画する事業に限り使用いたします。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。

※出展申込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。

①出展申込書原本（捺印済み）※必ずコピーを取り保管してください。
②ご担当者の名刺

出展申込書
《メカトロテックジャパン2019》「出展のご案内」の内容を遵守することを了承し、下記の通り申し込みます。

※会社名/団体名は英文名も忘れずにお願いします。

※振り込み手数料は、申込者にてご負担願います。

単列タイプ（４小間以上）

複列タイプ（４小間以上）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

番号 分野名 番号

主な出展製品の分野を次頁の出展分野参考表から選択し、番号と分野名をご記入ください。
※多岐にわたる場合は、代表製品を３つまでご記入ください。小間配置の参考にさせていただきます。

分野名 番号 分野名

（〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

（〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

※捺印については、原則社印になります。

印

申込日 年　　　月　　　日

和文

英文

氏名

氏名

受付日 受付No. 担当 備考

※事務局記入欄

※上記本社所在地と異なる場合のみ記入

Email

T E L

担当者
所在地

申し込みブース 申し込み
小間数 小間タイプ 出展料合計

http: //

部署

役職

FAX

役職

出展申込者

出展料金・申込小間数・小間タイプ

出展分野

本社所在地

ホームページ

担当者

□　　　有 □　　　無

代表者

※どちらか一つに　　を入れてください ※ご希望のものに　　を入れてください
※税抜き表記で
　ご記入ください。

1小間
限 定

小間

（＋消費税）

円
（＋消費税）

一般ブース……………………１小間 260,000円
小間サイズ：幅2,970mm×奥行き2,970mm×高さ2,700mm

※10小間を超える申し込みの場合、出展料金を割り引きます。
◎10～19小間５％引き／◎20～39小間10％引き／◎40小間以上15％引き

（＋消費税）
中小企業支援ブース……１小間 80,000円
小間サイズ：幅1,980mm×奥行き1,980mm×高さ2,700mm

過去にMECTに出展実績がなく、従業員30人以下で製造業を営む企業に限定。
募集定数は20社です。満小間になり次第募集を締め切ります。

80,000円
（＋消費税）

※1～3小間までは単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。

中小企業支援ブースは
小間タイプを選ぶことができません。

21 3

社（予定）

※「出展についての諸注意」の「共同出展者について」の項目をご確認ください。
※共同出展者の登録は出展小間数1小間につき1社が上限です。
※登録は有料です。

共同出展者

※消費税法に基づき、消費税率は10%となります。出展料金の支払い日に関わらず、MECT2019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。したがって開催期間中の税率が8％の場合は、出展料金の残金支払い時の請求で清算いたします。

1

2

3

4 ※どちらか一つに□を入れてください。
※「有」と申請した申込者に出展確定後、事務局から共同出展者の申込書をお送りいたします。

会社名／団体名
※本欄記載の社名を来場案
内および公式Webサイト
出展者名として掲載します。

※共同出展者の登録は本出
展申込書「　 共同出展者」
の項目をご参照ください。

4



2019年2月28日

※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、申込者にてご負担願います。
※ご記入いただいた記載内容は、当社の企画する事業に限り使用いたします。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。

※出展申込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。

①出展申込書原本（捺印済み）※必ずコピーを取り保管してください。
②ご担当者の名刺

出展申込書
《メカトロテックジャパン2019》「出展のご案内」の内容を遵守することを了承し、下記の通り申し込みます。

※会社名/団体名は英文名も忘れずにお願いします。

※振り込み手数料は、申込者にてご負担願います。

単列タイプ（４小間以上）

複列タイプ（４小間以上）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

番号 分野名 番号

主な出展製品の分野を裏面の出展分野参考表から選択し、番号と分野名をご記入ください。
※多岐にわたる場合は、代表製品を３つまでご記入ください。小間配置の参考にさせていただきます。

分野名 番号 分野名

（〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

（〒　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

※捺印については、原則社印になります。

印

申込日 年　　　月　　　日

和文

英文

氏名

氏名

受付日 受付No. 担当 備考

※事務局記入欄

※上記本社所在地と異なる場合のみ記入

Email

T E L

担当者
所在地

申し込みブース 申し込み
小間数 小間タイプ 出展料合計

http: //

部署

役職

FAX

役職

出展申込者

出展料金・申込小間数・小間タイプ

出展分野

会社名／団体名
※本欄記載の社名を来場案
内および公式Webサイト
出展者名として掲載します。

※共同出展者の登録は本出
展申込書「4共同出展者」
の項目をご参照ください。

本社所在地

ホームページ

担当者

□　　　有 □　　　無

代表者

※どちらか一つに　　を入れてください ※ご希望のものに　　を入れてください
※税抜き表記で
　ご記入ください。

1小間
限 定

小間

（＋消費税）

円
（＋消費税）

一般ブース……………………１小間 260,000円
小間サイズ：幅2,970mm×奥行き2,970mm×高さ2,700mm

※10小間を超える申し込みの場合、出展料金を割り引きます。
◎10～19小間５％引き／◎20～39小間10％引き／◎40小間以上15％引き

（＋消費税）
中小企業支援ブース……１小間 80,000円
小間サイズ：幅1,980mm×奥行き1,980mm×高さ2,700mm

過去にMECTに出展実績がなく、従業員30人以下で製造業を営む企業に限定。
募集定数は20社です。満小間になり次第募集を締め切ります。

80,000円
（＋消費税）

※1～3小間までは単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。

中小企業支援ブースは
小間タイプを選ぶことができません。

21 3

社（予定）

※「9出展についての諸注意」の「7.共同出展者について」の項目をご確認ください。
※共同出展者の登録は出展小間数1小間につき1社が上限です。
※登録は有料です。

共同出展者

※消費税法に基づき、消費税率は10%となります。出展料金の支払い日に関わらず、MECT2019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。したがって開催期間中の税率が8％の場合は、出展料金の残金支払い時の請求で清算いたします。

1

2

3

4 ※どちらか一つに□を入れてください。
※「有」と申請した申込者に出展確定後、事務局から共同出展者の申込書をお送りいたします。

※該当する分野が無い場合は（８０）その他を選択し、分野名に直接記入ください。

１　旋盤・ターニングセンタ
２　マシニングセンタ
３　ボール盤
４　中ぐり盤
５　フライス盤
６　ブローチ盤
７　歯車加工機
８　専用機
９　研削盤
10　仕上げ機械
11　放電加工機
12　レーザ加工機
13　ウォータジェット加工機
14　その他工作機械
15　油圧プレス
16　機械プレス
17　サーボプレス
18　パンチプレス
19　ベンディング機
20　せん断機

21　鍛造機
22　線材加工機
23　溶接機
24　その他金属加工機
25　射出成形機
26　３Dプリンター（金属）
27　３Dプリンター（樹脂）
28　ハイス工具
29　超硬工具
30　ダイヤモンド工具・CBN工具
31　サーメット工具・セラミックス工具
32　その他切削工具
33　砥石・研磨材
34　鋸刃
35　作業工具
36　工作物保持具
37　工具保持具（ホルダー）
38　テーブル、割り出し台
39　ボールねじ
40　直動案内機器

41　ベアリング
42　スピンドル
43　軸継ぎ手
44　ATC関連
45　環境対応機器
46　洗浄機器・装置
47　切りくず処理装置
48　油温制御・給油装置
49　防じん・保護装置
50　ろ過装置
51　切削油などの油類
52　変減速機
53　ロボット・搬送機
54　APC関連
55　バリ取り装置
56　マーキング装置
57　歯車
58　油圧・空圧・水圧機器
59　ノギス・ゲージ
60　マイクロメーター

61　デジタルスケール
62　３次元測定機
63　画像測定機
64　各種試験機
65　工具プリセッター
66　センサー
67　その他測定機器
68　安全・品質管理
69　制御装置・システム
70　CAD／ CAM／CAE
71　生産管理ソフト
72　その他ソフトウエア
73　IoT 関連装置・システム
74　ナノテクノロジー
75　各種材料・新素材
76　金型および関連機器
77　鋳物製品
78　学校・研究機関・自治体
79　出版物・広報・文献および報道
80　その他

番号  分野名 番号  分野名 番号  分野名 番号  分野名

「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、担当者が変更された場
合は、必ず事務局までご連絡ください。

該当する分野を上記の出展分野参考表から選
択してください。

「出展についての諸注意」の「共同出展者につ
いて」の項目を確認のうえ、ご記入ください。

■共同出展者

■出展分野

■出展申込者

■捺印

出展申込書の「　 出展分野」の欄には下記表の分野をご記入ください。3


