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企業

出展料
施工費（オプション）

〈イメージ〉
小間仕様
１小間＝9㎡ （間口3m × 奥行き3m）　

独法・公的機関・
学校各研究室

¥320,000（税別） 

¥160,000（税別） 

■ 出展要項

ものづくりにおける3Dプリンティング/AM技術の活用を加速！

■ 

※2小間・3小間用プランもございます。
※申込先は、主催者施工会社となります。   

１小間パッケージ

参考価格   ¥120,000（税別）～ 

連絡先▶ TCT Japan 事務局

※隣接する小間がある場合は、事務局側で
仕切りパネル（高さ2.7m）を設置します。
但し、角小間の場合、通路側のパネルはつ
きません。

※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料
金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工
事費および使用料は含まれていません。 

2.7m

3m
3m

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0760　Fax: 03-5657-0645  E-mail : tctjapan@jtbcom.co.jp

3月31日
旧税率適用期限

6月28日（金）
仮申込有効期限

9月30日（月）
本申込締切

10月25日（金）
出展者説明会（予定）

各種提出書類
締切

2020年1月

1月27日（月） 、 28日（火） 搬入・設営期間
1月29日（水） ～ 31日（金） 展示会会期

TCT Introducing（出展者セミナー）

3Dプリンティング&AM技術の総合展「TCT Japan」

オープン形式 シアター100席（予定）
1セッション 45分　¥150,000（税別）

会 場

料 金

・ 発表日時は先着順にてご案内いたし
ます。

・ 同時通訳をご希望の場合は事務局ま
でお問い合わせください。

料金に含まれるもの
・ プレゼン用スクリーン&プロジェクター
・ 音響機材一式（マイク2本、スピーカー）

申込方法

■  申込方法・スケジュール
申込方法
出展申込書に必要事項を記入の上、事務局宛にe-mail又はFAX又は郵送にてお送りください。
TCT Japanのウェブサイト（https://tctjapan.jp/）からもオンラインで受付いたします。
本展示会は6/28（金）迄は仮申込（有効期限内のキャンセル料が発生しません）が可能です。

スケジュール

※適用税率に関して： 2019年3月31日までに本申込の場合、消費税率8%を適用。
 2019年4月1日以降の本申込の場合、新税率を適用いたします。

出展申込の取消：  出展本申込後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、
出展規約（13条）の基準で解約料をお支払いいただきます。

3

申 込 締 切 日： 2019年9月30日（月）
※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。

出展料のお支払い：  出展本申込後、請求書を送付いたします。
請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。

1

2

2019年3月 6月 9月 10月 12月

展示台 （W990×D990× H750） 3台
受付カウンター （W900×D450× H800） 1台
パラペット （H300） 3 m
社名版 ゴシック系打ち文字（W1200 × H200） 1枚
パイプイス 2脚
カタログスタンド （A4縦型 12 段） 1台
貴名受 1ヶ
スポットライト 100W 3灯
床面カーペット カーペット留込み 9㎡
幹線工事 電気使用料込み※ 1kW
コンセント 2口 1ヶ
ゴミ箱 1ヶ

※照明の消費電力量（300W）も含む



申込日：　　　　　　年　　　　月　　　　日

＊ 上記期日までは解約料が発生せず、
　小間の仮押さえが可能です。

仮申込有効期限： 本申込（契約）締切： 

フリガナ

フリガナ

〒　　　　　ー

http://

氏名 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　 TEL :　　　　　　　　　　　　　　　FAX :

部署 :

役職 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail :

フリガナ

◆出展製品・技術
）すで構結で囲範の定予（ 　

 単価（税別）  申込数  合計金額（税別） 希望日時

◆出展ブース（１小間：3ｍｘ3ｍ＝9㎡） 単価（税別）  申込数  合計金額（税別） 希望小間配置番号

□ 企業 320,000 × （　　　　　　　）小間 ＝ ￥　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　）

 

　 独法・公的機関□ 学校各研究室　   ¥160,000 × （　　　　　　　）小間 ＝ ￥　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　）

 ¥150,000 × （　　　　　　　）枠 ＝ ￥　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　）

※同時通訳をご希望の場合は連絡欄に記載下さい。

連絡欄（ご要望等）
事務局使用欄

受付担当者 受付日時 受付No.

（公式ウェブサイトの展示レイアウトからお選びください。）

出 展 申 込 書

TCT Japan 事務局　株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1　セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0760　Fax: 03-5657-0645  E-mail: tctjapan@jtbcom.co.jp

出展規約を承諾の上、TCT Japan 2020への出展を以下の通り
申し込みます。

和　文

英　文

会社名（和文）

会社名（英文）

URL

住　所
（ビル名まで）

連絡担当者

国内／海外
（出展国・地域）

オンライン受付フォーム、E-mailまたはFAX、郵送にてお申し込みください。

申込書送付先

※小間位置は、出展内容・小間数を勘案の上、お申込順にてご案内します。

●個人情報取り扱いについて

※ご記入の表記・出展国にて、公式ホームページ・各種印刷物等に掲載いたしますので必ずご記入ください。 ※法人格は省略されます● 出展者名

※各種ご案内・送付物は連絡担当者様にお送りいたします。変更される場合は、必ず事務局までお知らせください。● 出展申込者

※下記料金に消費税が加算されます。
● 申込内容/料金

□ 国内出展者（日本）　　□ 海外出展者（国・地域名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人情報取り扱いについて、下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。主催者：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
URL：www.tctjapan.jp/privacy.html　　　□ 左記に同意する。

<個人情報の取扱いについて>今回、ご記入いただきました出展者の皆様の個人情報は、出展に関する諸手続および各種案内のために使用させていただきます。
ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはいたしません。ただし、出展に関する確認・連絡および各種諸手続のため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ので、予めご承知おきください。個人情報保護方針は公式ホームページをご確認ください。

※適用税率に関して： 2019年3月31日までに本申込の場合、消費税率8%を適用。
 2019年4月1日以降の本申込の場合、新税率を適用いたします。

2019年6月28日（金） 2019年9月30日（月）

FAX : 03-5657-0645
E-mail: tctjapan@jtbcom.co.jp

□ 本申込み □ 仮申込み（※2019年6月28日（金）まで）

◆TCT Introducing（出展者セミナー） 



1. 契約の成立
仮申込と本契約の2段階となる場合：主催者は2019年6月28日（金）
までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。こ
の間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込
を申請した出展者は、2019年6月28日（金）までに正式な申込書を主
催者に提出するものとし（書面での連絡も可）、主催者が申込書を受領
した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有
効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは
書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を
破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展
者に提示された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効
となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、
本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。

2019年 9月 30日 （月）まで
2019年 10月 1日 （火）以降




