


2021年3月に開催する予定の「日経メッセ2021」では、オンライン展示会を「日経メッセオンライン」として同時開催いたし
ます。リアル展示会との相乗効果やオリンピックによる会場の制約や感染症による来場人数の制限を補うことを目的に開催す
るものです。
「ライティング・フェアオンライン2021」はリアル展示会と同様に「日経メッセオンライン」の一環として開催します。シ
ンプルで分かりやすい直感的なデザインを採用し、製品情報や動画、パンフレットなどさまざまな情報を掲載できるほか、出
展者と来場者の「名刺交換」機能やオンラインチャット、セミナーのライブ配信など様々なコミュニケーション機能を搭載し
ています。出展者の皆様は、これらの機能を使って新規顧客、見込客との接点を持つことができます。また、これまで来場が
難しかった地方の施工会社や協力会社などへのご招待も簡単に行っていただくことができます。
商談の実施や効果的なリードの獲得を効率的にサポートします。リアルな会場で開催する「ライティング・フェア 2021」と
併せてのご参加をお待ちしております。

開催概要

・名称：ライティング・フェア 2021
・会期： 2021年3月9日（火）～12日（金）【4日間】会期後、 2021年4月末までアーカイブを公開
・主催：一般社団法人日本照明工業会、日本経済新聞社
・出展規模：500 社（日経メッセオンライン6展合計数・見込み）

とは

日経メッセオンラインとは

2021年3月に開催する予定の日経メッセ2021（「JAPAN SHOP」「建築・建材展」「リテールテックJAPAN」「SECURITY SHOW」
「ライティング・フェア」「フランチャイズ・ショー」）では、オンライン展示会を同時に開催するハイブリッド展開を行います。
新しく開発したオンライン展示場プラットフォームで展開する「日経メッセオンライン」は、ウィズコロナ時代に対応した、新しい
産業展示会です。時間や場所の制約がなくなることから、従来の来場者層に加えて、リアル展示会の開催期間に東京ビッグサイトに
来られない方々へのアプローチも可能です。日経本紙広告をはじめとする日本経済新聞社のリソースを用いた多角的なプロモーショ
ンにもご期待ください。
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出展対象・来場対象

●照明一般 ※シーン別照明ソリューション例

【レストラン・飲食店】演出照明、ディスプレイ用照明、デジタルサイネージ、電子メニュー、プロジェクションシステム など

【大型商業施設・ショッピングモール】ディスプレイ用照明、スポットライト、屋内外駐車場用照明、避難・誘導灯 など

【住宅】スマートハウス用照明制御システム、間接照明器具、エクステリア用照明 など

【工場】高天井照明、防爆・防汚照明、耐低温・高温照明、耐油照明 など

【エンターテインメント・スポーツ施設】高出力投光器（屋外・屋内スポーツ施設）、高精細サイネージ（舞台・映画館・

コンサートホール）、演出用ムービングライト、プロジェクションマッピング、演出機器・制御システム など

【オフィス】照明・空調連動制御システム（BEMS）、タスクアンビエント照明など

【教育・医療・福祉】省エネ・長寿命・LED照明（教室・体育館・グラウンド）、医療用照明、消毒・衛生機器用LED など

【アパレル・趣味の店】ショーケース・ショーウインドウ用スポットライト、調光・調色照明 など

【食料品店・スーパーマーケット】生鮮食品ケース用照明、冷蔵・冷凍ケース用照明 など

【ホテル・旅館・宿泊施設】シャンデリア、ダウンライト、間接照明、デザイン照明器具、外壁・外構用照明 など

【ランドマーク】橋、公園、港湾、空港、モニュメント向けライトアップ照明 など

【エリア防災】街路灯、防災灯、インフォメーションポール（防災・防犯・ビッグデータ活用システム）、災害時避難誘導灯、

次世代エネルギーインフラなど

【社会インフラ・道路】道路照明、街路灯、空港・港湾保安用照明、維持・修繕用照明、改良工事用夜間照明、トンネル照明、

車載用各種ランプ・表示灯、上下水道用殺菌用途、各種給電システム、無線通信LED など

【つなぐ技術】可視光通信、無線通信、調光・波長制御、電設用各種器具、各種給電システム、施工方法 など

●照明器具用各種素材 シェード、ガラス、鏡、ランプ、和紙、漆、陶器、竹、伝統的素材 など

●デバイス・照明部材 LEDチップ、LED原材料、パッケージ材料、電源装置、ドライバ、放熱材、導光・拡散部材、レンズ、

反射板、スイッチ、安定器など

●計測・製造装置・照明シミュレーション 照明の測光・測色装置、検査装置、製造装置など

●ヒカリと感染症対策 紫外線・殺菌灯、サーモグラフィ、医療用照明、クリーンルーム照明 など

●建築・設計・プランニング系
照明デザイナー、建築・設備設計事務所、空
間デザイナー、店舗デザイナー、インテリア
コーディネーター、インテリアプランナー、
ライティングコーディネーターなど
●演出系
演出・制作会社、施設管理者（劇場・ホー
ル・クラブなど）、プロモーター、演出家、
イベントプロデューサー、舞台監督、スポー
ツ団体、テーマーパーク関係者など

出
展
対
象

来
場
対
象

●設備・施工系
ゼネコン・サブコン、工務店、内装工事・施

工会社、電気工事・電気設備業者など

●施主・設備管理系
企業の総務・管財担当者、店舗の設計・設備

担当者、工場・倉庫の設計・設備担当者、住

宅メーカーの設備担当者、デベロッパー、官

公庁・自治体、ビルマネジメント会社、ファ

シリティマネジメント会社など

●小売・流通業者

●商社・問屋

電設資材商社・卸業者、照明器具

販売代理店、家電販売店など

●照明器具メーカー

●部品・素材メーカー

●一般・学生
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日経メッセオンラインのメリット

日本経済新聞の紙面や関連する告知媒体
のほか、日経が誇る展示会DBによるダ
イレクトな告知手段で、上質なビジネス
パーソンに向けてオンライン展示場開設
を周知します。

貴社出展ブースに訪れた来場者は、貴社
と名刺交換を行うことで、出展者ブース
の動画やカタログデータの閲覧を行うこ
とができます。貴社の製品・サービスに
興味を持った来場者の個人情報を確実に
取得することができます。

来場者に分かりやすい上質でシンプル、
スマートなデザインを採用しました。来
場者の直感的な操作で、リアル展示会と
同じように出展者とのコミュニケーショ
ンを行うことができます。チャット機能
も搭載しています。

「隣のブースを見る」などの機能により、
リアル展示会と同様に来場者と出展者の
「偶然の出会いや気付き」を演出し、来場
者の回遊を促します。また、来場者が求め
る出展者や出展製品に「最短距離」で到達
できる検索機能や、ローテーション表示す
る出展者一覧、同カテゴリーの出展者の表
示も搭載しています。

来場者は「いつでも、どこからでも」オ
ンライン展示場に参加することができま
す。このため、時間や場所の制約なく、
遠方の来場者もすぐに最新情報にアクセ
スすることが可能です。

日経メッセオンラインは会期終了後も
2ヶ月弱開設し、セミナーなどをアーカ
イブ公開します。スケジュールの都合で、
リアル展示会に来場できなかった方のア
クセスも期待できます。

来場者の回遊を促す

充実した機能を搭載
遠方からも瞬時に来場 長い情報発信期間

日経がもつリソースを活用し、

上質かつ多彩な来場者を集めます

「名刺交換機能」で

良質な“リード”を獲得

ストレスなく参加できる

優れたユーザーインター

フェースを搭載

日経メッセオンラインの6つの特徴
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日経がもつリソースを活用し、

上質かつ多彩な来場者を集めます

◆日経グループのメディアを中心とした広報・宣伝活動

日本経済新聞をはじめ、日経産業新聞、日経MJ、日経電子版、テレビ東京系列、日経CNBC、日経アーキテクチュア
に社告や記事、広告特集など本展に関する情報を掲載し、影響力のあるビジネスパーソンの誘致を行います。

◆来場ターゲット層への
ダイレクトなアプローチ

日本経済新聞社が所有するデータベースから、
過去来場者をはじめ照明業界関係者・照明プ
ロユーザーなどを中心に来場ターゲットを抽
出し、招待状をお送りするほか、メールマガ
ジンでの広報も実施します。

日経メッセオンラインのメリット

◆来場者数

日経メッセオンライン全体で50,000人（予定）
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主催者セミナーの紹介＆各展示会の紹介 出展者一覧＆出展者セミナー枠の掲出 名刺交換機能、動画掲出、製品情報掲出、

オンラインチャットなど

※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

来
場
者
登
録

過去来場者などへの
メールマガジン

登録完了メール
入 場

公式WEBサイト

JAPAN SHOP  

建築・建材展

ライティング・フェア

リテールテックJAPAN

SECURITY SHOW

フランチャイズ・ショー

全6展の公式WEBサイト

日経メッセオンライン
TOPページ 各展示会TOPページ 出展者ブースページ

日経メッセオンライン様々なメディアから誘導

来
場
登
録

来場登録の流れ

個人情報の入力

展示会独自の項目の登録

基本情報登録

登録された情報は出展者ブース

ページでの名刺交換に利用されます。

株式会社〇〇

日経 太郎

〇〇〇〇〇〇〇〇

メールアドレスが確定

日経メッセ オンライン 全体イメージ
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イベント全体のメインビジュアルを掲出します。

●メインビジュアル ● メイン（サブ）タイトル

メインビジュアルA-1A-1

A-2

A-3

A-4

イベント全体の最新情報を掲出します。

●タイトル ●説明文
●掲載時間 ●画像

最新トピックス情報A-2

日経メッセの各展示会（JAPAN SHOP、建築・建材展、ライ

ティング・フェア、リテールテックJAPAN、SECURITY 

SHOW、フランチャイズ・ショー）への入口です。

各展示会Online会場への入口A-3

会期中に開催する「主催者セミナー」への入口です。

主催者セミナーページへの入口A-4 を活用

日経メッセ オンライン TOPページ ①

7



注目出展者の見どころ情報を掲出します。

●社名 ●見どころタイトル
●見どころ本文 ●見どころ画像

注目出展者を掲出A-5
A-5

A-6

日経オンライン展示場の使い方を説明します。

日経オンライン展示場の説明A-6

日経メッセ オンライン TOPページ ②
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●画像
●タイトル
●講演時間
●講演内容紹介

現在開催中のセミナーA-4-1

近日公開セミナー一覧A-4-2

を活用

を活用

終了セミナー一覧A-4-3

を活用

A-4-1

A-4-2

A-4-3

●画像
●タイトル
●講演時間
●登壇者氏名・肩書
●モデレータ氏名・肩書
●講演内容紹介

主催者が企画するセミナー
情報を掲出します。

セミナー詳細ページ

日経メッセ オンライン 主催者セミナーページ
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※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

全出展者を出展プラン順に紹介します。
※上からプレミアムプラン(大サイズ)、スタンダードプラン(大サイ
ズ)、ベーシックプラン(1/２サイズ)の順でランダムに掲出されます。

フリーキーワードとジャンルで検索が可能となります。
■検索結果ページでは下記の情報が表示されます。
・出展者名 ・見どころ本文 ・企業ロゴ

主催者からの最新メッセージを掲出します。

出展者の広告を掲出し、出展者ページへ誘導できます。

来場者がアクセスした時点で開催中の出展者セミナーを
紹介します。

を活用

B-1

B-3

B-4

B-5

出展者の検索

出展者情報の掲出

展示会の最新情報掲載

バナー広告の掲出

出展者ライブセミナーの掲出

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-2

展示会 TOPページ
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大きなビジュアル画像の掲載が可能です。矢印で隣のブースへ行
くことができ、来場者の回遊を促します。

●社名 ●メインビジュアル画像

出展者メインビジュアルC-1

出展者の最新情報を掲出します。

●掲載担当者役職 ●掲載担当者氏名 ●トピックス本文

出展者最新トピックスC-2

来場者に向けてセミナーをライブ配信することができます。

●セミナータイトル ●サムネイル画像

※閲覧条件として名刺交換を設定できます。

※プランにより同時に掲出できる数が変わります。

出展者セミナーライブ配信C-3

来場者と出展者がリアルタイムなコミュニケーションをとる
ことができます。
来場者からのメッセージはコミュニケーションツール「Slack」
を通じて届きます。

チャット機能C-4

出展者のメッセージや画像を見どころとして登録できます。
ここで登録された内容は各展示会TOPページの紹介欄（B-2）にも
掲載されます。

ブースの見どころ掲載C-5

を活用

出展者ブースページ ①

を活用

C-1

C-4

C-5

C-3

C-2
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C-6

C-7

出展者をお気に入りに登録できる機能を設け、
関心を持った出展者ブースへの再訪問をしやすくします。

お気に入り機能C-6

来場者と出展者が名刺交換をオンライン上で行えます。
●名刺交換した来場者情報はCSVファイルでダウンロード可能です。

名刺交換機能C-7

出展者ブースページ ②

来場者名
ライジョウシャメイ

日経メッセ株式会社

nikkeimesse@nex.Nikkei.com

visitor@nex.Nikkei.com

来場者情報 出展者情報

●名刺交換ボタンを押すと、来場者情報と出展者情報がそれぞれ
表示され、名刺交換が行われます。



13

C-8

C-9

C-10

製品紹介動画や、プレゼンテーション動画を掲載できます。
●動画タイトル ●サムネイル画像

※閲覧条件として名刺交換を設定できます。

※プランにより掲出できる数が変わります。

動画の掲出C-8

製品やサービスの紹介ページを登録し、製品写真や特徴などの
詳細を掲出することができます。
●製品タイトル ●製品サブタイトル
●製品概要 ●製品画像

※閲覧条件として名刺交換を設定できます。

※プランにより掲出できる数が変わります。

製品紹介への入口C-9

製品紹介は別ページ
で掲載します。

質問項目は出展者側で設定可能です。
※来場者向けのプレゼントキャンペーンなどにもご活用いただけます。

出展者によるアンケート実施C-10

出展者ブースページ ③



企業情報を自由に項目を設定して掲載できます。自社サイトへの
リンクも可能です。

企業概要C-11C-11

C-12

C-13

パンフレットのPDFファイルを掲載できます。ダウンロード条件
として名刺交換を設定できます。

企業パンフレット等のダウンロードC-12

お問い合わせフォームC-13

出展者ブースページ ④

来場者から問い合わせが入るとメールで通知されます。
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同じジャンルで登録されている出展者が表示されます。

同じジャンルの出展者の掲出C-14C-14

C-15 注目の出展者の掲出C-15

回遊を促すために、
「同ジャンルの出展者」と、
「注目の出展者」を掲出！

出展者ブースページ ⑤
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C-9-1

C-9-2

C-9-3

製品やサービスの大きなビジュアル画像の掲載が可能です。
●製品タイトル ●製品サブタイトル
●製品概要文 ●製品ビジュアル画像

製品のメインビジュアルC-9-1

●特徴見出し ●本文
●画像 ●動画（任意）

製品の特徴情報C-9-2
を活用

●詳細見出し ●本文
●画像 ●動画（任意）

製品の詳細情報C-9-3
を活用

製品情報ページ ①
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C-9-4

C-9-5

C-9-6

C-9-7

C-9-8

製品のカラーバリエーション等が掲載できます。
● 型番 ● 画像

製品バリエーションC-9-4

製品のスペックやサイズなどを自由に項目を設定して掲載できます。
●製品のスペック ● 製品のサイズ など

製品のスペック・サイズC-9-5

製品カタログPDFファイルの掲載が可能です。

製品カタログダウンロードC-9-6

出展者ページへC-9-7

製品一覧へC-9-8

自社が掲載中の他の製品へ
誘導することができます。

製品情報ページ ②
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※金額は税別です。
※コンテンツは出展者様でご用意ください。
※出展ブース設定や出展者セミナーの撮影・ライブ配信などのオプションメニューは、別途ご案内します。

料金表

プラン ベーシック スタンダード プレミアム

料金
リアル展示会にも参加する場合 25万円 50万円 250万円

オンラインのみ参加する場合 48万円 80万円 300万円

内容

注目出展者掲出 A-5/C-15 - - 〇

展示会TOP 出展者情報の掲出 B-2 〇
小サイズ
ランダム掲出 〇

大サイズ
ランダム掲出 〇

大サイズ
優先掲出

バナー広告の掲出 B-4 - - 〇1点まで

出展者セミナー B-5/C-3 〇1点まで 〇３点まで 〇10点まで

出展者メインビジュアル C-1 〇 〇 〇

出展者情報の掲出
C-2/C-5/C-

11
〇 〇 〇

チャット C-4 〇 〇 〇

お気に入り C-6 〇 〇 〇

来場者との名刺交換 C-7 〇 〇 〇

動画掲載 C-8 〇3点まで 〇10点まで 〇20点まで

製品情報掲載 C-9 〇3点まで 〇10点まで 〇50点まで

アンケート C-10 〇 〇 〇

資料掲載 C-12 〇1点まで 〇３点まで 〇10点まで

お問合せフォーム C-13 〇 〇 〇

同じジャンルの出展者の掲出 C-14 〇 〇 〇
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開催までのスケジュール（予定）

2021年2月10日（水）出展申込締め切り

出展者向け説明動画とマニュアルを公開

出展情報入力開始

2021年2月26日（金）出展料金入金締め切り

3月 9日（火）～12日（金）会期

会期後～4月末までアーカイブ公開

出展内容を入力
上記ウェブサイト右上にある「出展申込」アイコンから出展申込みページに進み、「日経メッセ Online 出展申込ページへ」ボタンから、「出
展規約」に同意の上、案内に従って出展内容を入力し、お申し込みください。 広告代理店を通してのお申し込みの場合、主催者が認めた広告代
理店に限らせていただきます（ご不明の場合は主催者へお問い合わせください）。なお、これまでライティング・フェアにご出展いただいてい
る出展者も既存の出展者IDは使えません。出展者マイページからいったんログアウトしたうえで新しく入力してくださいますようお願いします。

出展申込書PDF をプリントアウト
出展内容を主催者事務局で確認した後、「出展申込書提出依頼」のメールを出展担当者宛てにお送りします。このときに出展者
ID をお知らせします。電子メールの案内に従って「出展者マイページ」にログインし、 STEP1 で入力した内容が印字された出展申込書 PDF を
プリントアウトしてください。 出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと主催者が判断した場合、申し込み受け付けを保留、出展内容の一部ま
たは出展そのものをお断りする場合があります。

出展申込書提出申込締切日：2021年2月10日（水）
プリントアウトした出展申込書に代表者印（または社印）を押印のうえ、以下の方法で主催者事務局までご提出ください。
出展申込書提出締め切り：出展者ID送信日から2週間以内
①出展申込書をスキャンし、スキャンデータを出展者マイページからアップロードする
②①が難しい場合は、出展申込書の原本を主催者事務局まで郵送する
※出展申込書を郵送する場合は、必ず事前にコピーを取りお手元に保管してください。
※期限内に出展申込書を送付いただけない場合は、出展取り消しとさせていただく場合があります。

出展申込書の受理
主催者事務局から出展申込書を受理した旨、電子メール（出展申込受理メール）でお知らせします。このメールを送信した時点で出展申し込み
を受理したものとします。また、追って請求書を発送します。

出展料金の振り込み 入金締切日：2021年2月26日（金）
振込手数料は出展者にてご負担ください。期日までに出展者または広告代理店からの入金が確認できない場合は、申し込みを取り消すことがあ
ります。

STEP 2

STEP 1

STEP 3

STEP 4

STEP 5

出展申し込みはウェブサイトからお手続きください。 ▶▶▶ http://www.lightingfair.jp/

お申込み方法
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出展者にご用意いただく主な素材

※画像のサイズはフルHDのPCで表示した場合の目安のサイズです。スマートフォンなどでは異なるサイズで表示されることがあります。多少サイズの異なる画像でも自動で
調整されて違和感なく表示されます。ただし、*印の画像は大きくトリミングされる場合がありますので、文字要素などは画像中央部に配置してください。

コンテンツ名 各コンテンツ内の要素名 要素の形式 画像サイズ 要素のスペック

B-2 出展者情報の掲出 出展者見どころ画像 画像ファイル
大800×256

小362×256
最大16ＭB

B-4 バナー広告の掲出 出展者ロゴマーク 画像ファイル 264×85 最大16ＭB

C-1 出展者メインビジュアル 出展者ＴＯＰ画像 画像ファイル 1520×608* 最大16ＭB

出展者ロゴマーク、担当者顔写真など 画像ファイル 160×160 最大16ＭB

本文 テキスト 最大170文字

セミナータイトル テキスト 最大20文字

動画のライブ配信 YouTubeLiveのURL

サムネイル画像 画像ファイル 後日ご案内

出展者見どころ画像 画像ファイル 490×327 最大16ＭB

見出し テキスト 最大25文字

本文 テキスト 最大210文字

録画済みの動画 YouTubeのURL

サムネイル画像 画像ファイル 382×214

C-9 製品紹介への入口

C-11 企業概要 担当者写真 画像ファイル 48×48 最大16ＭB

C-12 企業パンフレットのダウンロード 企業情報ファイル PDFファイル 最大16ＭB

製品画像 画像ファイル 912×624* 最大16ＭB

製品タイトル テキスト 最大19文字

製品サブタイトル テキスト 最大27文字

製品の概要文 テキスト 最大150文字

製品画像 画像ファイル(＋YouTubeのURL) 691×360 画像は最大16ＭＢ

見出し テキスト 最大35文字

本文 テキスト 最大120文字

見出し テキスト

本文 テキスト

製品画像（最大５点） 画像ファイル(＋YouTubeのURL)
大992×516

小464×241
画像は最大16ＭＢ

C-9-4 製品バリエーション 製品画像 画像ファイル 341×227

C-9-6 製品情報ダウンロード 製品情報ファイル PDFファイル 最大16ＭＢ

C-5 ブースの見どころ情報

C-2 出展者トピックス

C-3 出展者セミナーのライブ配信

C-9-1の情報が自動的に入ります。

C-9-3 製品の詳細情報

C-8 動画への入口

C-9-1 製品の情報ページ

C-9-２ 製品の特徴情報
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1.規約の履行
出展者（共同出展者を含みます、以下同じ）は日経メッセ 街づくり・店づくり総合展Online（「JAPAN SHOP 
Online」「建築・建材展 Online」「ライティング・フェア Online」「リテールテックJAPAN Online」「SECURITY 
SHOW Online」「フランチャイズ・ショー Online」ほか特別企画展、関連企画を含み、これらを含めて以下「本
展示会」と総称します）に出展するにあたり、本規約、主催者から提示された「出展のご案内」（出展要項）、
請求書、その他主催者から個別に提示される各種書類・電子メール等の記載内容（これらを以下「本展規約等」
と総称します）を遵守しなくてはなりません。また、出展者は、その役員・従業員・株主・出資者等の関係者、
出展を取り次ぐ広告代理店、および展示ブースの制作・アップロード等にかかる業者・代理店、展示の運営委託
先その他本展示会に関して締結する契約の相手方（かかる契約相手方の再委託先・再々委託先等を含みます）
（以下これらの者を「出展者関係者」と総称し、出展者と出展者関係者を「出展者等」と総称します）をして、
本展規約等を遵守させるものとします。出展者等がこれらに違反したと主催者が判断した場合、主催者はその時
期（オンライン展示準備期間を含みます）を問わず、次回以降を含む出展申し込みの不受理、承諾した出展の取
り消し、展示内容の削除の指示、展示内容・方法の変更の指示、または関連サービスの提供中止を行うことがで
きます。その際、主催者の判断基準・根拠などは公表しません。出展取り消しとなった場合でも、出展者は本規
約【4．出展キャンセル】に規定のキャンセル料を主催者に支払わなければなりません。キャンセル料以上の損
害が主催者またはその関係者に発生している場合には、主催者は別途損害賠償を請求します。また主催者は、出
展申し込みの不受理、出展取り消し、展示内容の削除、展示内容・方法の変更などによって生じた出展者等の損
害は補償しません。

2.出展にあたっての諸注意
出展者は、主催者が定める本展示会の開催趣旨に合致する製品・サービスを提供する法人・団体などに限定しま
す。主催者が、主催者が独自の裁量にて定める出展基準に従い、法人・団体および製品・サービスなどが出展に
適さないと判断した場合（下記事例を含みますが、これらに限られません）には、出展申し込み受理の保留、出
展内容の一部または出展そのものをお断りする場合があります
【出展申し込み受理の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする事例】
・出展申込書その他の提出書類の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
・出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
・出展者が第三者の権利（知的財産権、肖像権など）やプライバシーを侵害していると判断される場合
・他の出展者や来場者などから苦情が予想される場合
・出展者が自ら法的整理手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合
・出展者が【13.反社会的勢力の排除】に定める反社会的勢力であることが判明した場合
・主催者が開催した過去の展示会で出展規約に違反したか、出展取り消しとなったことがある場合
・その他、出展が不適当と主催者が判断する場合

3.出展申し込みおよび出展料金の支払い
3-1.出展申込書は主催者が定める方法で提出するものとします。出展申込書を主催者が受領し、出展審査を経て、
主催者が出展申込受理通知を発送（電子メールまたは郵送による）した時点をもって正式な出展申込受理としま
す。本展示会に初めて出展申し込みをする場合は、「会社案内」「製品カタログ」など主催者が定める添付資料
を主催者が定める方法で提出するものとします。なお別途必要な添付資料を定める場合があります。すべての添
付資料をご提出いただかない場合、主催者は出展申し込みを保留し、または出展をお断りすることがあります。
出展申込書、添付資料その他すべての提出書類は返却しません。出展者はコピーを自ら保管するものとします。
なお出展者は、主催者が認める広告代理店に出展の取り次ぎを委託することができます。
3-2.出展申込受理の後、主催者は出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店。特に断らない限り
本3-2において以下同じ）に出展料金を請求します。出展者は主催者が定める期日までに指定の銀行口座へ振り
込むものとします（振込手数料は出展者が負担するものとします）。主催者が定める期日までに出展料金の振り
込みがない場合、主催者は出展申込受理を取り消す権利を持ちます。（出展者（広告代理店を含みません）が広
告代理店に対して出展料金を支払い済みであるか否かは問いません。）
3-3.主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不可
抗力のほか、主催者の責によらない事由により本展示会の開催を中止または期間を短縮する場合があります。こ
の場合、主催者に支払われた出展料金は返金しません。

4.出展キャンセル
4-1.出展申込受理後は、出展者による自由な出展取り消し・解約は認められません。出展者（広告代理店が出展
を取り次ぐ場合には広告代理店を含みます）の事情により、出展の全部または一部の取り消し・解約をする場合、
出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店）は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、
キャンセル料として出展料金の全額を主催者に支払わなければなりません。
4-2.出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただきます。
4-3.キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を請求します。

5.展示ブースの割り当て
5-1. 出展者の展示ブースの割り当ては、出展申し込みの種類に応じて主催者が決定し、出展者はその決定に従う
ものとします。
5-2.出展者は、主催者が定めた展示ブースをいかなる理由があっても、その全部または一部を問わず、他の出展
者や第三者との間で交換・譲渡・貸与などすることはできません。
5-3. 主催者は、出展者の展示内容・方法に支障または問題が生じた場合、当該出展者の展示ブースの割り当てを
変更することができます。

6.各種書類の提出
出展者は、主催者が求める各種書類を指定期日までに所定の方法で提出しなければなりません。期日に遅れた場
合、主催者は申し込みを受理しないことがあります。

7.ユーザIDとパスワード
7-1. 主催者は出展者に対し、出展申込受理後、「ユーザID」と「パスワード」を発行します。出展者がオンライ
ン展示場システムを利用するには、このユーザIDとパスワードが必要です。
7-2. ユーザIDとパスワードは、出展者の責任にて、出展者の法人・団体内限りで適切に管理、利用してください。
ユーザIDおよびパスワードの他人による不正利用については、全て出展者の責任となり、主催者は一切責任を負
いかねます。
7-3. 出展者は、ユーザIDとパスワードを入力してオンライン展示場システムの利用が可能な状態にした情報端末
を第三者に利用させたり、ユーザIDとパスワードの貸与、譲渡、転売、質入、名義変更等を行ったりしないでく
ださい。

8. サービスの中断
8-1. 主催者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、出展者に事前に通知することなく、本展示会またはオン
ライン展示場システムのサービスの全部または一部を中断することがあります。
❶ オンライン展示場システムにかかる設備を保守もしくは点検する場合、または当該設備に不慮の障害等が
発生した場合

❷ 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止した場合
❸ 天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロ、労働争議、火災、停電、
その他の非常事態により、本展示会またはオンライン展示場システムの運営が困難になった場合

❹ 本展示会またはオンライン展示場システムの内容を変更等する場合
❺ その他主催者が本展示会またはオンライン展示場システムの運営上、中断が必要と判断した場合
❻ サービス提供者（主催者の委託を受けて、または主催者と共同で、オンライン展示場システムを運営する
サービス提供事業者をいう。以下同じ）において前各号と同様の事象が発生した場合

8-2. 前項の場合、出展者は、本展示会またはオンライン展示場システムを利用できなくなったり、本展示会また
はオンライン展示場システムの利用に関する情報、オンライン展示場システム上で保存または通信した内容など
の全部または一部を失ったりする可能性がありますので、予めご了承ください。

9.利用環境
9-1. オンライン展示場システムの利用に必要な設備および環境（コンピューター、通信機器、ソフトウエア、高
速インターネットへの接続環境などを含みます。以下、「利用環境」といいます。）は、全て出展者の責任と費
用負担にてご準備ください。
9-2. 主催者は利用環境を改定する場合がありますので予めご了承ください。利用環境の改定は主催者が出展者に
適宜の方法で通知します。

日経メッセオンライン 出展規約 ①
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10.展示に関するルールの概要
10-1.出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスのみが出展対象となります。その親会社・子会
社・関連会社その他の関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっても出展申込書に記載がない
場合は、それらの製品・サービスなどの出展や、出展ブース内 でそれらの社名などの掲出ができない場合もあ
りますのでご注意ください。
10-2.出展者が展示ブースに掲載したコンテンツは当該出展者に帰属し、主催者は当該コンテンツを自由に利用
できるものとします。また、各出展者は主催者に対し、本展示会参加者が本展示会の参加規約に基づき当該コン
テンツを利用する権利を再許諾することを許諾します。出展者は、当該コンテンツを展示ブースに掲載し、また
当該各許諾をすることにつき、著作権、肖像権等を含めて必要な権利処理をするものとします。また、当該コン
テンツにつき、出展者は著作者人格権を行使せず、また著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。
権利処理の要否またはその方法などに関するお問い合わせなどは、関係する権利者または権利管理団体などへお
願いします。当該コンテンツに関して第三者から権利侵害の主張または照会などがあった場合は、主催者の判断
で当該コンテンツを展示ブースから削除し、または当該コンテンツを一時閲覧できなくすることがあります。当
該権利侵害に関する紛争は出展者が当該第三者との間で、自己の費用と責任で解決するものとします。
10-3.次の展示内容・コンテンツ・方法および展示ブース内・オンライン展示システム上での次の行為を禁止し
ます。禁止事項に該当し、または該当する可能性が高いと主催者が判断した場合（一旦展示された内容につき、
事後的に禁止事項に該当することが発覚し、またはその疑いが生じた場合を含む）、その裁量により改善を求め、
当該展示もしくは行為を停止し、または将来の出展をお断りすることがあります。出展者は、禁止事項該当性の
判断につき主催者が行う調査に協力するものとします。これにより生じた出展者の損害等に関して主催者は一切
補償しません。また出展者は、主催者の措置・決定に異議を述べないものとします。また、禁止事項違反行為に
より、出展者が第三者から損害賠償その他の訴えを受けた場合（出展内容に含まれる製品・サービス等について
の知的財産権に関する紛争を含む）、出展者が自らの責任と費用において解決してください。
❶ 第三者の権利（知的財産権を含む）を侵害し、または侵害するおそれのある内容・コンテンツ・方法・行為
❷ 虚偽・詐欺・なりすまし、模造品・サービスに該当または関連するもの
❸ 展示会の趣旨に反するか、または関連しないもの
❹ 誤解を招くもの、ナンセンスなもの、閲覧者に不快感を与えるもの
❺ 有害コンテンツ（わいせつ、児童の保護／福祉に反する、衝撃的な内容、暴力的内容、ヘイトスピーチ、
反社会的内容などを含む）

❻ 犯罪（名誉棄損を含む）、犯罪の準備・助長、誹謗中傷、いやがらせ、いじめ、第三者に対する加害、人
権侵害、これらの肯定・助長、奨励など

❼ 禁制品の肯定、助長、奨励など（銃・麻薬・危険ドラッグなどを含む）
❽ 不適切な内容のリンクの設置またはリンクの不適切な方法による設置
❾ 物品・サービスの販売自体を主目的とするもの、参加者に強制し、または参加者を欺いて物品・サービス
を購入させるもの

❿ 公序良俗に反するかまたは反するおそれのある行為
⓫ 政治活動、選挙活動、宗教活動、その他特定の思想・信条の活動
⓬ 他の出展者等や参加者などに対し迷惑のかかる行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害または
それらに類する行為などを含む）

⓭ オンライン展示場のシステム、ソフトウエア等に対する攻撃、修正、改変、複製、蓄積、削除、その他当
該システムに損害を与える行為（コンピューターウイルスを含むプログラムその他の有害プログラムの使用
を含む）、その他本展示会またはオンライン展示場システムの正常な運営を妨げる行為

⓮ その他、本展規約等に違反すること（10-4の違反を含む）、およびその肯定、助長、奨励
⓯ その他、前各号に準じて主催者またはサービス提供者が不適当と判断する行為

10-4.出展において製品・サービス等の比較表示を行なう場合は、原則として自社／組織および自社／組織関連
グループ企業の商品･製品･技術等を比較することとし、他社／組織の商品･製品･技術等と比較表示する場合は当
該他社／組織の許諾を得たうえ、他社／組織に迷惑が及ばないよう表示してください。
10-5.出展者は、展示ブースにコンテンツをアップロードする時期、方法、形式などにつき、主催者の指示を遵
守するものとします。
10-6.本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催者はその責
を一切負いません。
10-7.出展者自身の展示ブース内を除き、本展示会に掲載されたコンテンツをダウンロード、複製、録音、二次
利用等する場合は、主催者に届け出て了承を得るとともに、権利者から許諾を得て行ってください。
10-8.その他、出展者等の展示内容や行為により、他の出展者等や参加者などから苦情の申し立てや展示会場内
で紛争を引き起こすことが予想されるか、現に苦情や紛争が生じた場合、主催者は主催者の判断で出展の取り消
しを決定することがあります。その場合、出展者等はその決定に従うものとします。

11.個人情報の取り扱い
11-1.出展者は、展示またはオンライン展示場システムなどを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保
護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切に取得しなければなりません。利用目的は必ず公表・通知し、その
範囲内で活用するものとします。特に第三者提供を行う場合は、法令で許される場合を除き、必ず「個人情報」
の情報主体から「同意」を取らなければなりません。
11-2.出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した
適切な管理・運営を行わなければなりません
11-3.出展者は、「個人情報」の情報主体から展示またはオンライン展示場システムなどを通じて取得した「個
人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去の要求や、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した
適法かつ適切な対応を取らなければなりません。
11-4.出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者と
の間で紛争などが生じた場合、出展者は自らの責任で当該紛争の解決にあたるものとします。かかる紛争に関し、
主催者は一切の責を負いません。

12.損害賠償責任
12-1.主催者はいかなる場合においても、出展者が本展示会、本展示会ウェブサイトまたはオンライン展示場シ
ステムを利用することによって出展者または第三者に生じた生命、身体、財産、名誉または信用への損害（8-1
および8-2による損害を含む）に対し、一切の責を負いません。
12-2.出展者等は、故意・過失の如何を問わず、展示会場、オンライン展示場システム、その他主催者が本展示
会につき用意したシステム・設備に与えたすべての損害について、遅滞なく賠償するものとします。
12-3.出展された製品・サービスについて他の出展者や第三者と紛争が起きた場合、主催者はその責を一切負い
ません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷惑をかけないものとします。
万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合、すみやかに補填しなければならないものとします。
12-4.主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不
可抗力のほか、主催者の責によらない事由による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者等の損害は補償
しません。
12-5.主催者は、ウェブサイトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた出展者等の損害は補償しません。
12-6.オンライン展示準備期間を含む開催期間中に、出展者等が自らの行為に起因して他の出展者等または来場
者などに生命、身体、財産、名誉または信用への損害を含むあらゆる損害を与えた場合、主催者は一切の責を負
わず、他の出展者等または来場者との間の紛争等は、出展者等の責任のもとで解決するものとします。

13.反社会的勢力の排除
13-1.出展者は、出展者等が現に反社会的勢力（以下の❶～❽に掲げる者および団体をいう）ではないこと、ま
たは過去においても反社会的勢力ではなかったことを主催者に対して表明・保証するものとします。
❶『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』に基づき処分を受けた団体もしくはかかる団体に
属している者、またはこれらの者と取引のある者、その他これらに類する団体もしくはかかる団体に属して
いる者またはこれらの者と取引のある者

❷『組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律』に定める犯罪収益等隠匿もしくは犯罪収益等
収受を行いもしくは行っている疑いのある者、またはこれらの者と取引のある者

❸『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体
ならびにこれらの構成員

❹総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人
❺暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
❻前❶～❺のいずれかに該当する者または団体（以下「反社会的団体等」という）と関係することを示唆して
不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

❼反社会的団体等が代表し、または支配する法人その他の団体
❽反社会的団体等が取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事またはこれらに類する地位の役職に
ある法人または団体

13-2.主催者は、出展者等が前項に違反した場合、その出展を取り消すことができ、すでに受領した出展料金を
返金せず、また取り消しによって出展者等に生じた損害も賠償しません。

14.その他
14-1.本展規約等は日本法に準拠し、本展規約等に関連して生じる一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とすることに出展者は同意するものとします。
14-2.主催者は、法令の許容する範囲内で本規約を変更することがあります。その場合、主催者は出展者に対し、
本規約を変更すること、当該変更の内容および効力発生時期を適宜の方法で事前に周知します。当該効力発生時
期以降は、変更後の本規約が適用されます。

日経メッセオンライン 出展規約 ②
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