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01、開催概要

■名称 第50回 「日本プロモーショナル・マーケティング協会展2021」

■会期 2021年10月27日（水）～29日（金）

■会場 東京都立産業貿易センター浜松町館（3階）

■主催 一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館7階

■後援 経済産業省

■協賛 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会
一般社団法人 日本印刷産業連合会
一般社団法人 日本広告業協会
公益社団法人 日本サインデザイン協会
一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会
一般社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会
一般社団法人 日本空間デザイン協会
公益社団法人 日本パッケージデザイン協会
公益社団法人 日本マーケティング協会
日本チェーンストア協会
特定非営利活動法人エムシーイーアイ
日本プロモーショナル・マーケティング学会
特別協賛 株式会社宣伝会議

■来場者 2019年実績 約4,500名（２日間と半日開催）

■展示場の概要 ・面積： 3階会場1,530㎡／4階会場1,530㎡
・天井高： 5.0ｍ（装飾高さ制限2.7ｍ以下）
・床耐荷重： 1t/㎡
・床材質： フローリング

協会最大のイベントとして1971年から毎年秋に開催。

「時代と環境の変化を反映したプロモーションの現在と未来を、

魅力的に分かりやすくプレゼンテーションする

日本最高峰のプロモーション総合展」

今年は会場を昨年オープンした、東京都立産業貿易センター

浜松町館にて開催。

「JPM POP クリエイティブ・アワード」

「JPMプランニング・ソリューション・アワード」

「ヤングPOPクリエイティブ・アワード」

「販促見本市」

「JPM協会展セミナー」

上記5つのゾーンで構成されます。

１

写真提供 東京都立産業貿易センター



02、出展要項

１．出展対象

POP広告関連資材・プロモーションツール・陳列什器・装飾関連素材・プレミアム・ノベルティほか

２．出展スペース

基本小間：幅2,970×奥行1,980×高さ2,700mmを1小間とし、ご希望により幾つでもご用意いたします。

３．小間数

20小間（予定）

４．出展料

1基本小間：会員 250,000円(税込)

一般 280,000円(税込)

５．申込

別紙申込書に記入の上、jpm_show@jpm-inc.jp宛にお申込みください。

６．出展申込締切

8月20日（金）

７．お支払い

出展料の振込み確認をもって正式申込とさせていただきますので、8月31日（火）までに、下記へお振込みをお願いします。

請求書が必要な場合はその旨を申込書連絡欄にご記入ください。（振込手数料は出展者でご負担ください）

【振込先】

三菱UFJ銀行 新富町支店 普通預金No.6139

口座名:一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会（シャ)ニホンプロモーショナルマーケティングキョウカイ）

８．装飾

基礎スペース以外の装飾は出展者側でお願いいたします。

９．残置物の処理

搬出・撤去の時間が過ぎて場内に残置された出展物などは、事務局が任意に処理いたします。出展者はこの処理について異議を

申し立てることができず、この処理に経費を要した場合は、出展者の負担とさせて頂きます。

１０．出展の取消

やむを得ない理由により出展を取り消す場合は、文書をもって協会に申し出てください。出展の小間位置確定後に出展を取り消した

場合は、既納の出展料はお返しいたしません。

１１．その他

小間位置は基本的に先着申込順とし、出展内容により事務局で調整します。
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03、搬入出

１．出展物（配布物も含む）の搬入出

会場周辺の道路は駐車禁止区域となっています。路上駐車はしないでください。搬入出時の交通の混乱を避けるため、出展者毎に

事務局で指定した時間内に搬入出をして頂きます。搬入出のための「入車証」を発行しますので、入館の車は必ず「入車証」を

貼付してください。「入車証」のない車および指定時間外のものは入館できません。

２．搬入日時

2021年10月26日（火）午前11時30分～午後1時までの間に搬入をお願いします。作業時間の都合で上記内に搬入できない

場合は、事前に事務局まで申し出てください。

３．搬出日時

2021年10月29日（金）午後4時40分～7時までの間に搬出をお願いします。

４．搬入出経路

9月下旬頃、搬入時間の指定および搬入出の経路図を送付します。

５．作業上の注意

(1) 小間内工事および展示物の搬入出に伴う車両は、荷物の積み降ろしが終了次第、速やかに館外に退出してください。待機される

場合は、お近くの有料駐車場をご利用ください。

(2) 作業は自社の小間内で行ってください。なお、作業中であっても消火器の周囲には物を置かないでください。

(3) 搬入出・小間装飾作業ならびに会期中に出たゴミは各自でお持ち帰りください。

６．展示物の管理

搬入出時、小間装飾時、および会期中の小間内の管理は各出展者の責任で行ってください。

(お願い） 特許権など他社の知的所有権を侵害する製品は出展できません。

７．スケジュール

※会場の都合により車両の留め置きができないため、時間厳守でお願いいたします。

最終日の18時より電気・装飾撤去作業を開始しますので、搬出時間を厳守してください。
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04、基礎小間の仕様について

基礎小間共通事項

①上記図の通り、基礎小間は主催者側にてご用意いたします。

②コンセントは100Ｖ2口で総容量1kwが向かって左奥下に用意しております。

③社名板は主催者側で統一（単色ミス文字）したものを準備しております。

※有料となりますが、ロゴ掲出や他書体などの対応も可能です。

④照明器具は含まれておりません。

➄パンチカーペットは含まれておりません。

ただし、原則として小間内にはパンチカーペットを敷設してください。

⑥天井は吹き抜けです。

サイズ：幅2,970ｍｍ×奥行1,980ｍｍ×高さ2,700ｍｍ（芯々寸法）

【基本設置】

・ 壁面：システムパネル（白）

・ パラペット：システムパネル（白）

・ 社名板：統一書体、スミ文字（W1,800㎜×H300㎜）

・ コンセント：左奥下2口×1個（1kw）

基礎小間（1小間）

基礎小間（2小間）

サイズ：幅5,940ｍｍ×奥行1,980ｍｍ×高さ2,700ｍｍ（芯々寸法）

【基本設置】

・ 壁面：システムパネル（白）

・ パラペット：システムパネル（白）

・ 社名板：統一書体、スミ文字（W1,800㎜×H300㎜）

・ コンセント：左奥下2口×1個（1kw）

2,700

2,700
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05、施工・装飾についての注意事項

□展示物及び装飾の高さは、H2,700㎜以内に収めてください。

□消防法により、小間内に天井及び屋根を設置することは禁止です。

□設営（搬入）、撤去（搬出）時に会場設備や他の出展社の装飾などを損傷した場合は、当該出展社にて現状復帰費用を負担して

頂きます。

□展示装飾物はすべて自社小間内に収まるよう設計してください。

□特許権など他社の知的所有権を侵害する製品は出展できません。

□展示・装飾・撤去などの際に発生した残材・廃材などは出展社の責任において処理してください。

搬出期間終了後に残留された展示物・廃材などがある場合は、主催者が任意で処理しますが、その為に要した費用は出展社に

一律100,000円（税別）の処理費用を請求させて頂きます。

□労働安全衛生法をはじめとする安全関連法規を遵守した作業を実施してください。

（なお事故等の処理は当事者の責任において処理をしてください）

□盗難防止については、出展者において十分な注意を払ってください。特に高額な製品については保険をかけるか、都度、搬入出するなど

考慮してください。

□消防に基づく設備に支障を来す場合や、隣接する出展社に迷惑がかかる可能性がある場合は施工の変更をお願いする場合がございます。

□パネルに直接、釘やねじを打つことはできません。

また、パネルおよびパラペットへの加工、切り接ぎなどもできません。パネルはリース品の為、損傷した場合は出展社の責任により弁償して

頂きますので、取り扱いにはご注意ください。

□パネルやポールに物を立てかけると転倒の恐れがありますので、壁面の施工・装飾物は自立構造にしてください。

□展示商品・装飾物をパネルに直付けすることはできません。

ただし、ポスター類や軽量の説明パネルなどは、S管・チェーン・ベルクロテープなどによる取付ができます。

また装飾用のシートや再剥離タイプの両面テープを貼ることはできますが、撤去時に出展社の責任において、必ず現状復帰を行ってください。

□違反して破損された場合、破損具合に応じてご請求させて頂くこともございますので、予めご了承ください。

蛍光灯 40W

蛍光灯 40
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06、消防に関する注意事項

□特別に使用する合板・繊維板および旗・幕類・造花・布・紙 、その他可燃性の物等の防炎対象物品は、防炎性能を有する

ものを使用し、消防法により防炎処理済みの別記ラベルを取り付けたものでなければ使用できません。

□防炎合板に紙などを全面密着して貼り付けしたものは防炎合板としてみなされますが、厚い布、ひだのある 紙類の貼付または

一部貼付、鋲、釘類止めなどは防炎合板とみなされず、別途防炎処理が必要となります。

□発泡スチロールなどの石油化学製品（アクリル、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン、 ホンコンフラワー）は防炎性能を

加えることが困難であるため使用をしないでください。

※アクリルなどの壁面使用は、壁面構造物として解釈され使用できない場合がありますので、事務局までご相談ください。

□喫煙

所定の場所以外はすべて禁煙です。設営期間中および会期当日、社員あるいは業者関係者がブース内や通路などで

喫煙を行わないよう、周知徹底をお願いします。

□裸火の使用

裸火は一切使用できません。裸火とは、電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプ類のことで、

火花・炎を発生させる装置、または発熱部が露出したものを指します。

□危険物品の持ち込み

・一般高圧ガス保安規則に定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニアガス等の可燃性ガスの持ち込み

・危険物（ガソリン、灯油、重油、動植物性油、有機溶剤系塗装（ｽﾌﾟﾚｰ缶含む）など）の持ち込み

・その他の危険物品（火災予防条例別表第７に掲げる可燃性液体及び可燃性固体類、火薬類取締法で定める火薬、爆薬、

火工品及びがん具煙火）の持ち込み

・悪臭や多量の煙を発生する機器・装置の持ち込み

※オイルを使用するスモークマシーンも危険物とみなします。

・多量のマッチ・ローソクの持ち込み

・消毒用のアルコールはエタノールが60%未満の物をご使用ください。

◆じゅうたん等 ◆合板 ◆カーテン、暗幕

【一例】
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07、電気工事について

□基礎小間には必要最低限（100V/1kw）のコンセントが含まれていますが、

それ以上の追加容量をご希望の場合は、別途、下記の通り一次側幹線工事費と電気使用基本料がかかります。

□電気容量の追加申請が必要な場合は10月1日(金)までに申請書類に必要事項をご記入の上、申請をしてください。

□電気供給期間は、10月26日(火) AM9:00〜予定とさせて頂きます。

追加容量(100V、200V共通) 一次側幹線工事費 電気使用基本料 合計

1kw 10,000円 15,000円 25,000円

2kw 20,000円 30,000円 50,000円

3kw 30,000円 45,000円 75,000円

4kw 40,000円 60,000円 100,000円

5kw 50,000円 90,000円 140,000円

※上記の金額に、ブース内電気工事（二次側工事）は含まれておりません。

□照明器具のレンタルやコンセント工事をご希望の場合（二次側電気工事をご希望の場合）は、10月1日(金)までに

申請書類に必要事項をご記入の上、申請をしてください。

※蛍光灯の電気容量は表示W数の1.5倍にして60Wでご計算ください。
※上記料金には、一次側幹線工事費用および電気使用基本料は含まれておりません。器具はすべてレンタルです。

二次側電気工事・電気器具のレンタルについて

追加電気容量について

電気工事上の注意事項

□二次側電気工事は必ず経済産業大臣（都、財）知事に電気工事業の登録をしている業者に依頼してください。

□電気工事を行う作業者は、作業中に必ず電気工事士法に基づく第1種電気工事士の免状を携帯してください。

□電気用品安全法の適用を受ける電気用品・材料については、経済産業大臣の型式承認を受けたPSEマークが

表示されたものを使用してください。

□白熱電球、抵抗器など熱を発する機器は、可燃財や人体と接触することがないよう設置してください。

□電線の接続は、スリーブにて圧着接続するかハンダづけを施してください。

□小間内電気設備のブレーカーは漏電ブレーカーを使用してください。

□延長コード、電源コードリール（ドラム式）等を使用する場合は、必ずコードを延ばしきった状態で使用してください。

巻いた状態でのご使用は火災の原因となりますので絶対に行わないでください。

□照明器具や機器の配線に関しては、Fケーブル以上の電線を使用してください。ビニールコードの流し引き等は行わないでください。

コンセント 100V２口
1,500W

3,000円（税別）

LEDアームスポットライト
65W

4,000円（税別）

LEDスポットライト
65W

3,500円（税別）

LEDトライト 60W

15,000円（税別）

蛍光灯 60W

3,500円（税別）

(税別)
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08、追加装飾について

□金額は１小間あたり21,000円です。（税別）

□床面への粘着力の強いテープを直接貼るなど、

床に跡がつく恐れのある行為はご遠慮ください。

□当会場では、アンカーの使用は一切禁止となります。

パンチカーペット

リース備品

下記の追加装飾をご希望される場合は10月1日(金)までに申請書類に必要事項をご記入の上、申請をしてください

リストに掲載していない備品もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

1. 会議用テーブル（A・B） 2. パイプ椅子 3. カウンターチェア A～D

4. 丸テーブル（A・B） 5. 角テーブル（A・B） 6. カタログスタンド（A・B・C）

A:A4縦6段 、B:A4縦12段 、C:B4縦12段

A:SH430、B:SH500、C:SH600、D:SH700
A:W1800×D450×H730
B:W1800×D600×H730

A:900Φ×H700
B:750Φ×H700

A:W900×D600×H650
B:W800×D450×H650

7. 卓上カタログスタンド 8. パネルスタンド

※両面テープで貼り付けて
使用するタイプです。

9. 貴名受け

12. スチール棚11. 白布10. 受付カウンター
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A:4,000円 B:7,200円（税別）

※中棚付き

W900×D450×H800 W2,200×D1,000 W900×D300×H1,800

A4版 3段
250口 H900～1,700

760円（税別） 3,840円（税別）

A:4,800円 B:2,400円（税別） A:5,760円 B・C:6,720円（税別）

3,840円（税別）

1,920円（税別） 2,880円（税別） 1,920円（税別）

7,200円（税別） 1,440円（税別） 7,680円（税別）



09、追加装飾について

システム部材

リストに掲載していない備品もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館7階
TEL:03-3523-2505(代) ／ FAX:03-3523-2508
E-MAIL: jpm_show@jpm-inc.jp
担当：佐藤、土岐、間々田

株式会社 丹青ディスプレイ
〒150‐0044 東京都渋谷区円山町5-5 渋谷橋本ビル4階
TEL:03-3770-6851 ／ FAX:03-3770-6845
担当:佐藤 祐希 (ysato-dsp@tanseisha.co.jp) 

石井 ひろみ (h-ishii@tanseisha.co.jp)

お問い合わせ先

下記の追加装飾をご希望される場合は10月1日(金)までに申請書類に必要事項をご記入の上、申請をしてください

事務局

施工関係

1. 壁面パネル 2. アコーディオンカーテン 3. カーテンユニット

4. キャビネット付展示台 5. 展示台 6. ヒナ段展示台

7. メッシュパネル 8. パネルフック 9. 棚ユニット

10. 壁面色替え 11. Sカン、チェーン(2本1組) 12. マジックテープ(4枚1組)

A:W990×D495×H750
B:W700×D495×H750

A:W990×D495×H750
B:W700×D495×H750

フック別途800円
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9,600円（税別） 19,200円（税別） 9,600円（税別）

18,000円（税別） 12,000円（税別）

4,800円（税別）12,000円（税別） 2,000円（税別）

同位置で上下いずれかへの追加は、
2枚目から3,000円（税別）

22,000円（税別）

6,480円（税別） 600円（税別） 600円（税別）

tel:03-3523-2505
tel:03-3770-6851





