
2022 年　　 　月　　 　日

特殊な小間レイアウト、他の出展社と隣接や対面のご出展をご希望の場合は下記にご記入ください。

※出展料お振込み予定日

裏面の注意事項に同意の上、申込みます。　   □ ※必ず　  印を付けた上でお申込みください

 

※すべてのブースタイプにおいて場所の指定は出来ません。

取扱製品 (※展示会WEBサイトに掲載いたしますので、該当する項目に必ず　 印をご記入ください)

□カメラ/イメージセンサー 

　　　　※電気工事等に関するお問い合わせ以外で、個人を特定できる情報(担当者名、メールアドレス)は一切公表いたしません。

ご出展に関する問い合わせ、ご請求先が上記お申込み者と異なる場合は必ずご記入ください。

【出展お問い合わせ先】【ご請求先】                          会社名

住　所　 〒

TEL           　            -   　  　        -            　　　　　　 FAX        　         　   -     　       　     -

担当部課名

担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

メールアドレス(事務局からのご連絡先)

＜テーブルトップブース＞

□ テーブルトップ

※展示会WEBサイト等に掲載させていただくお問い合わせ先ですので、もれなくご記入ください。

会 社 名

住　所 　〒        -

TEL　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　    　FAX　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　    

担当部課名 

担当者名　　　　　　　　　　　  　　　フリガナ                        　    印 

メールアドレス（事務局からのご連絡先） 

URL　http  :// 

（英文）会 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                                                                                                                 

※ゾーンでの出展をご希望の方のみご記入下さい。

□ 光源･照明ゾーン
□ ロボティクステクノロジーゾーン

 

※展示会WEBサイト等に掲載します。

国際画像機器展2022  出展申込書

小間 

（オプションのお申込み、注意事項は裏面へつづく）

（英文）TEL　　　　　　　　　　　　　     

（英文）URL　http  ://　　　　　　　　　　　　　　     

□
テーブルトップ

カタログスタンド付き

※１小間出展限定ブースとなります。
他のタイプのブースとは連結出来ません。

 
           ＜デモ用展示ブース＞

□   小間 □パッケージ スペースのみ 小間 

小間 枠 2022年　　 　月 　　　 　日

※ゾーンでの出展をご希望の方のみご記入下さい。

□ ロボティクステクノロジーゾーン

           ＜初出展社限定トライアルブース＞ ※以下、ご確認の上ご記入下さい。

□ 国際画像機器展 初出展□  初出展社限定トライアルブース
※１小間出展限定ブースとなります。他のタイプのブースとは連結出来ません。

レンズ/フィルター □ その他光学部品/素材/材料□ ケーブル/コネクタ□ 光源□

画像ボード□ □入出力装置 □画像処理機器・伝送装置 □画像記録・圧縮展開装置 □計測・解析用機器

□その他画像関連装置 □画像ソフト □システムインテグレーション □機械要素 □受託開発 □書籍

□AI/ディープラーニング

□クラウド/5G・6G/通信 □ IoT/エッジコンピューティング

□自動化システム/RPA

□VR/AR/MR □その他（　　　　　　　　　　　  ）

※デモ用展示ブースに限り、出品製品の高さを3300mmまで可とします(装飾2400mm迄)。
事前に事務局に製品の概要・図面等を提出の上ご相談ください。
但し、事務局の判断によりお断りをさせていただく場合がございます。

※取扱製品がゾーン内容に則していることを
ご確認ください。

※取扱製品がゾーン内容に則していることを
ご確認ください。

＜動画展示ブース＞

□ロボット制御 □ロボット部品/材料 □その他ロボット関連

＜カタログ展示＞

※下記、該当するものに〇印

※展示会WEBサイト等に掲載します。

※展示会WEBサイト等に掲載します。

※展示会WEBサイト等に掲載します。

※展示会WEBサイト等に掲載します。

※展示会WEBサイト等に掲載しません。

※展示会WEBサイト等に掲載しません。

      -



※注意事項

出展効果を高める
各種オプションサービス申込書

●ロゴ指定社名版　

枚 
デザインにより個別お見積りいたします。　

（約800(W)mm×150(H)mm）

※出展料に含まれる無料の社名版のみをご利用の場合、
お申し込みの必要はございません。

●インターネット回線　

回線 

（設置・通信料込み）

●バックヤードストックルーム　

小間

（１枠２㎡ 外開きドア 鍵付き）

小間寸法

　出展申込書をお送りいただいた時点で、出展料に関しましては、ご請求書を送らせていただきます。
　その他の費用に関しましては、展示会終了後にご請求申し上げます。振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。

１.出展料について

　申込者の都合により出展を取りやめた場合、出展料の返却はいたしません。また展示会開催60日前までの取り消しは、
　キャンセル料として出展料の1/2、それ以降は、出展料の全額を申し受けます。但し主催者の都合で本展示会を開催しない
　場合は出展料の全額を返却いたします。

２.キャンセルについて

３.共同出展について
　共同出展は、隣接、または対面の場合のみ受付いたします。

※なおリース備品につきましては10月下旬にご案内いたします。費用一式は施工の(株)アドヴァンス企画よりご請求いたします。

利用期間

利用料金

2022年12月6日(火)9:00～12月9日(金)17:00 予定

利用料金

利用期間

利用料金

2022年12月6日(火)9:00～12月9日(金)17:00 予定

１枠２㎡につき ５０,０００円＋消費税
※２㎡を1単位として複数お申し込みの場合、連結可能です。

2,000mm(W)×1,000mm(D)×2,100(H)mm 
※間口寸法：900mm(W)×1,900mm(H)

１回線につき 6０,０００円＋消費税

●ブース訪問者受付システム　※ご案内・お申込みは10月下旬より。

　　来場者証に記載されているQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、ブース訪問者の情報管理ができます。　
　会期中・会期後における煩雑な集計作業、リスト作成を効率化し、フォロー営業のスピードアップを支援いたします。
　●ご来場者が提示したQRコードを読むだけでお客様情報を取得できます。
　●スマートフォンに専用アプリをインストールいただくだけで使用可能です(スマートフォンの機器レンタルもございます)。
　●訪問履歴の管理が可能です（ブース訪問者情報はCSVファイルでダウンロードが可能）。また、受付した日付・時間も
　保存されるので後日の確認にも便利です。
 【申込方法】
  10月下旬にご利用案内及びお申込み書をE-mailにてお送りいたします。ぜひご検討ください。

●画像機器総覧（j-imaging.com）　

 　マシンビジョン、画像処理の製品検索サイト「画像機器総覧」がリニューアルオープン。
「画像機器総覧」へ貴社製品を掲載することで、効果的な販促をしてみませんか？
 ●年会費  50,000円  ※リニューアル期間特典【30,000円＋消費税】
 ●上記、年会費をお支払いいただきますと展示会会期外でも常時50記事迄の掲載が可能です。
 ●記事は、出稿者様ご自身でいつでも編集・差し替えが可能です。
 ●国際画像機器展、画像センシング展の特設ブースにてカタログ（1種類）を配布できます。
【申込方法】
 画像機器総覧WEBサイト（https://www.j-imaging.com/）『出品社登録』よりお願いいたします。

※有線LAN（接続口RJ-45仕上げ）をご用意いたします。　

●国際画像機器展ポスター

※ご希望の方は、下記　 に    印を入れてお申込みください。

無料配布(２枚)

　   

□

□国際画像機器展2022ポスターを希望する

アドコム・メディア株式会社　国際画像機器展2022 【事務局宛】

 ■出展申込書･各種オプションサービス申込書 提出先（下記、E-mailまたはFAXにてご提出ください）

E-mail：exhibit@adcom-media.co.jp FAX：03-3368-1519

□無線LANアクセスポイントの設置を希望する

※無線LANアクセスポイントの設置には別途、機材費・設置料
２５,０００円＋消費税が必要です。
ご希望の方は　 に    印を入れてお申込みください。
(後日、SSID及びパスワードを決定いただきます。)

□
※機材費・設置料２５,０００円＋消費税　



ご提出不要

数量 単位 単価(税抜) 金額

小間 ¥420,000

小間 ¥300,000

テーブルトップブース

小間 ¥180,000

小間 ¥50,000

バックヤードストックルーム 小間 ¥50,000

枠 ¥30,000

ロゴ指定社名板  約800(W)mm×150(H)mm 枚 個別見積

回線 ¥60,000

無線LAN設置 ¥25,000

電気工事・使用料等

電気工事代 kW ¥15,000

コンセント代（アース無 / 100V / ～1.5kW / 差込口2個） 個 ¥3,500

コンセント代（アース付 / 100V / ～1.5kW / 差込口2個） 個 ¥4,000

コンセント代（200V / ～3kW / 単相・三相） 個 ¥7,000

アームスポット(昼光色) 灯 ¥5,200

アームスポット(電球色) 灯 ¥3,000

電力使用料 kW ¥2,000

電気工事代合計

総合計
※電気工事代は、お申し込みkW数×15,000円（0.1kW単位、但し1kW以下は1kWとして計算いたします）
※電力使用料は、お申し込みkW数×  2,000円（0.1kW単位）

【注意事項】

初出展社限定トライアルブース

出展申込書をお送りいただいた時点で、出展小間料金に関してのご請求書を送らせていただきます。
そのほかの費用に関しては、展示会終了後にご請求申し上げます。
振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。

インターネット回線 （1回線、有線LAN1本・通信料込）

国際画像機器展2022 出展費用計算書

デモ用展示 パッケージブース

デモ用展示 スペースのみ

動画展示ブース

カタログ展示

※ご出展に関する費用の計算書としてご利用ください。

項目

※無線LANアクセスポイントの設置には別途機材費・設置料が必要です。

※カタログスタンド付きテーブルトップブース（1小間出展社限定）及び、
光源・照明ゾーンのテーブルトップブースも同一料金となります。

¥235,000小間
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