マイドーム大阪がワクチン接種会場となったため、日時・会場を変更（12 月 8 日（水）・9 日（木）／ATC ホール）し、開催いたします。

大阪勧業展 2021
出展募集要項
大 阪 商 工 会 議 所
堺 商 工 会 議 所
大阪府商工会連合会

■開催概要
名
会

称
期

会
主
共

場
催
催

目

的

出展者数
来場者数
来場者入場料

大阪勧業展 2021
2021 年 12 月 8 日(水) 10:00～17:00
12 月 9 日(木)
9:30～16:00
ATC ホール（大阪市住之江区南港北 2-1-10）
大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
東大阪商工会議所、泉大津商工会議所、高槻商工会議所、岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、
茨木商工会議所、吹田商工会議所、八尾商工会議所、豊中商工会議所、池田商工会議所、
泉佐野商工会議所、北大阪商工会議所、守口門真商工会議所、松原商工会議所、
高石商工会議所、箕面商工会議所、和泉商工会議所、大東商工会議所、忠岡町商工会、
柏原市商工会、河内長野市商工会、藤井寺市商工会、摂津市商工会、富田林商工会、
島本町商工会、羽曳野市商工会、阪南市商工会、岬町商工会、能勢町商工会、
大阪狭山市商工会、四條畷市商工会、泉南市商工会、豊能町商工会、熊取町商工会
大阪府内の優秀な中小企業等が一堂に会し、技術力や企画力のアピール、製品、商品、
サービス等のＰＲ、販路の開拓等を行う展示商談会（多業種型総合展示商談会）を開催し、
参加者のビジネスチャンスの拡大、企業間における幅広い交流の促進を図り、もって
大阪府内の地域経済の活性化に資する。
320 ブース（先着順）
8,000 人（見込み）
無料

■募集企業
出展対象者

： 大阪府内に事業所お持ちで事業活動を行っている企業・団体
※ただし、小売業者は対象外です。
出展対象業種 ： 金属、機械・器具・部品、化学・エネルギー、繊維、建設・建材、生活関連用品、
環境・衛生、紙・印刷、情報・通信、サービス、各種団体等、
その他企業間取引の対象となる製品やビジネス
※「食品」は対象外です。
＊出展者は 320 ブースまで先着順で受け付けます。
＊6 月下旬開催予定の出展審査会にて、出展者を決定します。同審査会では、出展品が本展示商談会の目的を
逸脱する恐れがないか、公序良俗に反する恐れがないか、その他、展示商談会の運営上、支障がないか等により
審査します。
＊出展内容が感染拡大につながる可能性のある場合は、ご出展をお断りします。試食は不可です。
＊ガソリン・灯油・軽油類、アルコール燃料、ガス等の持ち込み及び裸火の使用は固く禁止されています。
＊他の出展者の商談を妨げる騒音・悪臭等はご出展をお断りします。会場内では流水の使用はできません。
＊出展支払期限を過ぎた場合、その企業については、出展辞退したものとみなします。
＊一旦、出展を決定した場合であっても、出展者が暴力団等の反社会的勢力であるか、反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると判明した場合、本事業の開催に著しい支障が発生する可能性があると主催者が
判断した場合は、出展決定を取り消します。
＊商談会当日の即売はできません。
＊北陸関西連携会議の連携事業として、北陸３県（福井、石川、富山）の各会議所会員もご出展いただけます。

■出展申込方法
○出展についてご相談される方 ⇒ 大阪勧業展 2021 運営事務局までご連絡下さい。
TEL：06-6447-0682
E-mail：osakakangyoten@ken-staff.co.jp
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〇出展を正式に申込みされる方
「大阪勧業展 2021」ホームページの「出展お申込み」ページに必要事項をご入力下さい。

＜大阪勧業展 2021 HP＞
https://kangyo.osaka.cci.or.jp/
○申込み締め切り

：

2021 年６月１１日（金）17:00 まで（先着順）

＊締切日以前に定数（320 ブース）に達した場合は、「キャンセル待ち」となります。お早目にお申込み下さい。

■開催までのスケジュール
６月１１日 17:00 まで
出展申込期限

➡

先着順。6 月 11 日以前でも
定数になり次第締め切ります。
お早めにお申込み下さい。

➡

６月下旬
出展決定通知

➡

出展審査会を経て、出展企業
を決定いたします。

１１月上旬
各種書類提出

➡

小間装飾、オプション備品等
に関する各種申請書をご提
出下さい。

７月２０日
出展料支払期限

➡

出展決定通知同封書類記載
の口座に、期日までに出展料
をご納入下さい。

１２月
大阪勧業展 2021

➡

7 日 搬入日
8 日 会期初日
9 日 会期 2 日目、搬出日

１月
フォローアップ調査

１０月下旬(予定)
出展者説明会
会場レイアウトの説明、ブース
位置の発表、各種書類の配
布を行います。

３月上旬
開催報告掲載

➡

会期終了３カ月後の成約結果
について、アンケートを実施い
たします。

実施内容やアンケート結果を
まとめた報告書を HP 上に掲
載いたします。

■出展料・ブース仕様など
小ブース

大ブース

◆料金（１ブース）

◆料金（１ブース）

大阪府内商工会議所・商工会

大阪府内商工会議所・商工会

大阪府内商工会議所・商工会

大阪府内商工会議所・商工会

会員企業
６６,０００円(税込)

非会員企業
１３２,０００円(税込)

会員企業
８８,０００円(税込)

非会員企業
１７６,０００円(税込)

◆サイズ

◆サイズ

基本
ブース
※１事業所あたり
２ブースまで

間口 2.0ｍ×奥行 2.0ｍ×高さ 2.5ｍ
間口 3.0ｍ×奥行 2.0ｍ×高さ 2.5ｍ
◆設備
間仕切り・後壁（システムパネル）、突出し社名板（統一規格）
◆備品（基本セット）
①電源 500W、②40W 蛍光灯、③社名板（ブース上部）、④受付台、⑤椅子１脚
※基本セットは、原則１出展者につき１セットをご提供いたします。
※基本セット（もしくはその一部）を放棄されても割引はありません。
※貴名受、机、椅子（２脚目以上）等はオプション（別料金）となります。
◆追加料金（１出展者あたり）
◆追加料金（１出展者あたり）
大ブースを含まない場合
大ブースを含む場合

角ブース
（追加料金）

３３,０００円(税込)

４４,０００円(税込)

※角ブースをご希望の方は、出展申込フォームの所定の記入欄に✔して下さい。
※ブース割の関係上、ご希望に沿えない場合がございます。
※ご希望いただいた通り角ブースに割り当てられた場合のみ、上記価格をご請求させて頂きます。
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＊現在非会員であっても、大阪府内のいずれかの商工会議所または商工会に、７月３１日(土)までに
入会の申込手続きを済ませてご入会いただければ会員料金を適用いたします。
＊小ブース、大ブースともに、複数の使用ができますが、1 出展者あたりのブース数は２ブースまでです。
＊ブースのサイズ、基本セット等が変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。
＊搬出入経費、追加備品・電源等の使用料、ブース運営上の人件費、その他諸経費は出展者のご負担となります。
＊出展者には、招待ハガキ、来場案内ポスター等を開催１カ月前目処に配布いたします。
＊社名板には、1 社のみしか記載できません。親会社・子会社・グループ会社(カッコ書き含む）などの記載は不可です。
ただし、「～会社 ○○支社」といった記載は可能です。（社名・支社名があまりに長い場合は、要相談）

■搬入・搬出
搬入：開催前日の１２月７日（火） ／ 搬出：閉会当日の１２月９日（木）
＊会場内の駐・停車スペースに限りがございますので、出展者皆様の希望をもとに当方で決定した時間帯に
搬入・搬出を行っていただきます。

■広報
府内の商工会議所・商工会の広報紙、ホームページ等にて広報を行うほか、ＤＭ、メールマガジン、
駅貼りポスター等（予定）で来場者案内を行います。

■その他
＊６月下旬に、出展内容等の審査を行い、出展企業を決定させていただきます。出展料の振込方法や
出展者説明会の開催等については、出展者決定後に追って出展企業に直接ご連絡いたします。
＊１０月下旬に「出展者説明会」を開催いたします。（予定）
＊ブースの割当は、主催者にご一任いただきます。ご指定はできませんので、予めご了承下さい。
＊同業種内でのみ、グループ会社等でブースを隣接させることが可能です。ご希望の際は、運営事務局まで
ご相談下さい。（ただし、スペースの関係上、ご希望に沿えないことがあります。予めご了承下さい。）
＊会期終了後、簡単なフォローアップ調査を行わせていただきます。必ずご協力下さいますようお願いいたします。
＊本事業は大阪府補助金を得て実施いたします。補助金交付への手続き上、必要となる情報を大阪府に
提供いたしますのでご了承下さい。

■注意事項
1.

2.

3.
4.
5.
6.

主催者は、天災、悪天候、および 感染症の更なる流行など、不可抗力により、この展示会開催を中止または
オンライン開催に変更する場合があります。この場合、主催者が収納した出展料は返却いたしません。但し、
発生した人件費等を含む必要経費を精算し、剰余が生じた場合はその金額を返却します。また、 出展者側
の発生経費につきましては、主催者は、補償の責任を負いません。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行政の指導や専門家の助言により、来場者数の制限、検温など必
要な措置を実施しますので、予めご了承下さい。特に、展示会当日、搬入搬出日に発熱がある場合、感染地
域への渡航歴がある場合、出展者であっても会場への入場をお断りすることがあります。
主催者は善良な管理者として会場の管理、保全に当たりますが、万一発生した火災や天災、その他不可抗力
の損害、盗難、紛失、損傷、会場内で発生した事故等についての損害負担、賠償等の責を負いません。
出展物の中で特許・実用新案・商標・意匠に出願する予定の物品については、開催日までに必ず出願して
下さい。出願前に出展された物品は、新規性喪失のため、特許等に出願することが出来なくなります。
会期中の売買契約上のトラブル等について、主催者側は責任を負いかねます。
プレス関係者や主催者が委託した業者が、会期中に会場内を撮影いたします。撮影した画像は新聞等の
記事や募集チラシ等の広報物あるいは本事業の報告書に掲載されることがありますので、予めご了承下さい。

◆ご相談・お申し込みは、「大阪勧業展 2021」運営事務局(株式会社ケン&スタッフ)までお願いいたします。

大阪勧業展 2021 運営事務局（株式会社ケン＆スタッフ内） 平日 9:00～19:00
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1 丁目 22 番 38 号 三洋ビル 2F
TEL：06-6447-0682 FAX：06-6448-2049 E-mail：osakakangyoten@ken-staff.co.jp
URL：https://kangyo.osaka.cci.or.jp/
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