
◆小間規格について

◆出展小間料金について

◆申込方法について

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

2m

2.7m

12m

3m

サイドパネル

1）基礎小間
 隣接する小間がある場合、境界を仕切る
 バックパネル、サイドパネル、小間番号板を
 設置します。
 ※スペース小間にはパネルは設置しません。
 ※角小間など隣接する小間のない場合、
 　サイドパネルは設置しません。
 ※カーペットはありません。（別途有料）

2）小間規格
 小間（9m

2）は以下の3種類があります。※1～３小間は並列（シングル）小間です。
 ●並列（シングル）小間 ●複列（ダブル）小間（4小間以上）●独立小間（10小間以上）

3）小間位置の決定
 各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
 出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき主催者および事務局が決定します。

2）申込締切

3）申込の保留・取消
 出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、事務局はその受付を保留
 または拒否することがあります。

1）申込方法　出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局にご提出ください。

1）出展小間料金
 ①会員 341,000円(税込・消費税10%)／1小間 （間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）
 ②一般 363,000円(税込・消費税10%)／1小間 （間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）
 ※会員とは、全国ダクト工業団体連合会、日本配管工事業団体連合会、日本保温保冷工業協会の会員または

賛助会員企業。

2）出展小間料金に含まれるもの
 ①出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
 ②招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
 ③事務局による企画運営費および広告宣伝費
 ④公式WEBサイト、公式ガイドブックおよび会場案内図等への社名掲載
 ⑤事務局による安全管理費、要員費および警備費

3）出展小間料金に含まれないもの
 ①出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
 ②自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
 ③自社出展機器などに対して付保した損害保険料
 ④展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
⑤法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
⑥オンライン展示会に関わる費用

 ⑦その他、出展小間料金に含まれない費用

4）出展小間料金の支払い方法
 事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

5）キャンセル料
 いったん申し込んだ出展の取り消し・変更は原則としてできません。
 万一、申込者により取り消し、または変更があった場合は、下記のキャンセル料が発生します。

6）展示会の中止及び延期

 ： 限期払支 2022年11月30日（水） ※振り込み手数料は
　申込者がご負担ください

［振込先］みずほ銀行 新橋支店  普通預金  口座番号2922043
　　　　 SCAM ： 義名座口 ジムキヨク（マツクスジムキヨク）

書面による解約通知を受領した日

2022年11月30日（水）以前

2022年12月 1日（木）以降

キャンセル料

出展小間料金の50%

出展小間料金の100%

スマート空調衛生システム展（MACS）事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル4階（アテックス（株）内）

基礎小間（9m2）

2.7m

2m

1m
3m

小間番号板

 ： 切締込申 2022年10月31日（月） 但し、予定小間数に
達し次第締切ります。

出展要項

2022年   5月 出展募集開始

12月中旬 出展者説明会（予定）

2023年   4月11日 搬入日・小間装飾

4月12日～4月14日 MACS2023 会期

スケジュール

出展小間料金支払期限11月30日

出展申込締切10月31日

主催者および事務局は、展示会の開催が不可抗力（地震、災害、戦争・テロリズム、疾病・感
染症の蔓延、その他の理由等）による原因で中止または無期延期とした場合、既に支払わ
れた出展料金は主催者および事務局の必要経費を差し引いた上で差額を出展者に返金し
ます。開催中止や無期延期が決定した時点で出展者が出展料金を支払っていない場合、出
展申込済の出展料金とその時点での返金額との差額を出展者が支払うこととします。な
お、出展者の都合および判断による出展キャンセルは通常の出展解約料を出展者が支払
うものとします。主催者および事務局は、中止または延期によって生じる当該出展者の損
害（出展者自身が準備を進めていた諸費用・支出等）には一切の責任を負いません。

東京ビッグサイト 南ホール 

会場アクセス
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

約14分片道340円

片道280円 約5分

約22分片道390円

約8分片道260円

約40分片道210円

約40分片道210円

約30分片道210円

約25分片道630円

約55分片道840円

約30分片道460円

（料金は2022年4月現在）

東京ビッグサイト駅

www.macs-exh.com

スマート空調衛生システム展（MACS）事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル4階（アテックス（株）内）
TEL:03-3503-7611  FAX:03-3503-7620  E-mail:macs@a-tex.co.jp

お問い合せ

MACS 2023
出 展 の ご 案 内

第15 回 スマート空調衛生システム展
Multi-system exhibition for smart Air-conditioning and Sanitation
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後　　援　国土交通省、厚生労働省、経済産業省（順不同、申請予定）
特別協賛　（一社）日本空調衛生工事業協会（申請予定）
共　　催　アテックス（株）

東京ビッグサイト 南1ホール4.12 14水 金

www.macs-exh.com

主　　催 （一社）全国ダクト工業団体連合会

（一社）日本配管工事業団体連合会

（一社）日本保温保冷工業協会



出展者をはじめ、全国にある各関連団体にMACS2023ポスターを掲
出依頼。さらに、大規模施設や製造業、ビルオーナーなどのターゲット
ユーザーに加え、工業高校・専門学校を対象にDM送付します。また、出
展者には招待券を無料提供し、皆様の来場誘致活動をサポートします。

空調衛生設備業界の最新テーマや業界動向など、来場者ニーズに応
えるセミナーを開講。空調衛生設備の“今”が分かる内容で来場意欲を
喚起します。また、出展者セミナー（開講有料）では、ブースだけでは伝
えきれない自社の内容をセミナーを通じてPRいただけます。

■主催者セミナー／出展者セミナー■招待状・ポスター掲出／DM／E-mail

複数の業界紙を通じて告知・動員を図ります。また、会期中には積極的
な取材依頼を働きかけます。
〈MACS2017掲載例〉
管材新聞／空調タイムス／商業施設新聞／日刊建設工業新聞　他　

MACS2023では、来場者向けに会場案内図や出展者情報等をまとめ
た公式ガイドブックを発行し、各社ブースへの誘導を促します。また、会
期終了後は、設備導入や資材調達に役立つ媒体としてもご活用いただ
けます。さらに、公式WEBサイトでは、事前来場登録をはじめ、出展者
や出展製品紹介を行います。

■WEBサイトの充実

■業界紙への広告掲載
空調・衛生業界への就職を考える若年・女性入職希望者に向けた業界
紹介コーナーを設置（予定）。業界の最新動向や各社の情報など、就職
活動に役立つ情報を発信します。

■【若年・女性入職希望者向け】業界紹介コーナー（予定）

NEW

110社
来場者数

16,994名
（3日間合計）サブコン16社他、関連企業多数出展

予定規模

180小間
来場者データ（2017年）集計結果

MACS2020 MACS2017

工事業
（空調・衛生配管・
保温保冷等）
26.4％

経営者・役員
20.3％

最終決定する
権限を持っている

18.5％
特に

役割はない
26.9％

選定をほぼ
決定づけている
17.2％

アドバイスを
する立場である
22.1％

利用する
立場から
意見を言う
15.3％

その他
13.0％

営業・販売
33.2％

その他団体・
企業
22.3％

製造業
19.2％

総合設備業
18.5％

総合建設業 5.1％

設計・建築士／事務所
3.9％

製造・生産 8.6％

施設管理
8.2％

企画・調査
5.9％

総務・経理・人事
1.6％

広報・宣伝
0.8％

研究・開発
5.8％

資材調達・製造
2.6％

ビルオーナー・ビル管理
1.5％

不動産・ディベロッパー
1.4％

国・自治体 0.5％
学校・病院 0.5％

学生 0.4％

商業施設・ホテル・飲食業
0.3％

Q1. あなたの業種は？ Q2. あなたの職種は？ Q3. あなたの職務権限は？

“快適な環境づくり”を提案する空調衛生設備の展示会、2023年4月開催！
空調衛生設備業界の“今”が詰まった「第15回スマート空調衛生システム展（MACS2023）」を2023年4月に東京ビッグサ
イト 南ホールで開催いたします。最新テクノロジーを活用した省エネ、空調システムや衛生システムから設備・工事関連資
機材・工具に至るまでハードとソフトが集結し、産業施設関係者等との新たな商談機会を提供します。
また、業界認知度向上に最適な本展を若年層・女性の入職者拡大に繋げる企業PR・リクルーティングの場としてもご活用い
ただけます。積極的なご出展・ご参加をお待ちしております。

●展示会名｜
●会　　期｜
●会　　場｜
●主　　催｜

●後　　援｜
●特別協賛｜
●協　　賛｜

●共　　催｜
●入 場 料｜
●併催行事｜

第15回スマート空調衛生システム展（MACS2023）
2023年4月12日（水）～14日（金）　10：00～17：00
東京ビッグサイト 南1ホール
（一社）全国ダクト工業団体連合会
（一社）日本配管工事業団体連合会
（一社）日本保温保冷工業協会
国土交通省、厚生労働省、経済産業省（順不同、申請予定）
（一社）日本空調衛生工事業協会（申請予定）
（一社）東京空調衛生工業会 （一社）大阪空気調和衛生工業協会 （一社）愛知県空調衛生工事業協会
（公社）空気調和・衛生工学会 全国管工事業協同組合連合会 東京都管工事工業協同組合
日本吹出口工業会 日本防排煙工業会 （一社）日本計装工業会
（一社）日本電設工業協会 日本製鉄（株） JFE鋼板（株）
（株）空調タイムス社 （株）日刊建設工業新聞社 （株）日刊建設産業新聞社
（株）日刊建設通信新聞社 （一社）不動産協会 （一社）日本建築士事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会 （一社）日本ビルヂング協会連合会 （公社）全国ビルメンテナンス協会
（公社）日本建築士会連合会 （一財）省エネルギーセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （順不同、申請予定）
アテックス（株）
無料（事前来場登録制）
セミナー 他

開催概要 

冷暖房システム設備・機器／換気システム
設備・機器／クリーンルームシステム／空
気清浄システム設備・機器　等

空調システム設備・機器
衛生システム設備・機器／給排水システム
設備・機器／アメニティシステム　等

衛生システム設備・機器
省エネシステム／コージェネレーションシス
テム／太陽熱利用システム／氷蓄熱システ
ム／地域冷暖房システム／新エネルギーシ
ステム　等

エネルギーシステム

消火設備・機器／警報設備・機器／防火・排
煙設備・機器／避難設備・機器／保守用機
器・試験装置／防災システム　等

防災設備・機器
ビルディングオートメーションシステム／ビ
ルマネジメントシステム／エネルギーモニ
タリングシステム　等

情報管理設備・機器
空調設備工事関連資機材／衛生設備工事
関連資機材／保温・保冷断熱工事関連資
機材／ダクト・配管加工機器・装置　等

設備工事関連資機材・工具

保安用品（ヘルメット、ゴーグル、マスク、手
袋、安全靴、作業服など）／作業補助機器・器
具（安全帯、転倒・転落防止、防護柵、非常装
置など）／安全教育ツール（VR、教材など）／
現場環境改善対策／働き方改革提案　等

労働安全・保安用品
建設ロボット（ドローン、施工ロボット、清掃
ロボット、測定ロボット、管内調査ロボットな
ど）／AI・IoTシステム（業務管理システム、
3Dプリンタなど）　等

自動化・人手不足対策 NEW
クラウドサービス／AI・IoTシステム（空調
システム、冷却システム、遠隔システム、監
視システムなど）／ソフトウェア・アプリケー
ション／リモートワーク支援／セキュリティ
対策／機器・デバイス　等

空調DX化

出展対象 来場誘致活動・併催行事 

過去開催レポート 

※MACS2017 結果報告書より

MACS  2023とは

ハイブリッド開催
（リアル＋オンライン）について

MACS2023では、ハイブリッド開催を予定しております。
※詳細は、決定次第、公式WEBサイト等でご案内します。

出 展 者コロナ禍による延期・中止

過去最大級規模


