
オンライン展⽰会
出展のご案内

申込締切：2022年10⽉31⽇(⽉)



オンライン展⽰会 概要
名 称：第15回スマート空調衛⽣システム展（MACS2023）
会 期：2023年3⽉1⽇(⽔)〜4⽉14⽇(⾦)

(リアル開催：4⽉12⽇(⽔)〜14⽇(⾦))
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

来場料：無料(リアル開催と統合した事前来場登録制)

◆空調システム設備・機器 ◆衛⽣システム設備・機器

◆エネルギーシステム ◆防災設備・機器

◆情報管理設備・機器 ◆設備⼯事関連敷材・⼯具

官公庁 不動産/ディベロッパー

ビルオーナー・製造業（⼯場） 設計・コンサルタント

総合建設業 総合設備業

事務所・⼯場・病院施設管理者 ダクト⼯事業

空調・衛⽣配管⼯事業 保温・保冷断熱⼯事業
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出 展 対 象 来 場 対 象

学⽣・⼊職希望者 等◆労働安全・保安⽤品

◆⾃動化・⼈⼿不⾜対策 ◆空調DX化
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出展者ブース詳細 ※画像はイメージの為、変更となる場合があります

＜従来の出展者ページ＞ ＜MACS2023出展者ページ(案)＞
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出展者ブース詳細 ※画像はイメージの為、変更となる場合があります

ライブ放送
YouTube Liveのライブ
配信を埋め込み

動画
YouTube Liveにアップ
ロードした動画を埋め
込み

PDFダウンロード
製品資料などのPDFを
ダウンロード

その他機能

「名刺交換機能」、
「問い合わせ」
ができます

＜MACS2023出展者ページ(案)＞
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出展プランと料⾦
リアル出展者の場合 オンライン出展のみの場合

基本プラン 基本プラン

料⾦ 無 料 350,000円(税別)

掲載内容

①会社情報(ロゴ、社名など) ／ ②⼀⾔PR

③展⽰内容・⾒どころ紹介 ／ ④名刺交換機能

⑤問い合わせ機能 ／ ⑥ライブ放送枠×1枠

⑦動画掲載枠×2枠 ／ ⑧製品紹介コーナー×3点

※⑥〜⑧の枠数(点数)追加をご希望の場合は、次ページをご参照ください
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オプション料⾦
オプション

オプション 料⾦ 備考

ライブ放送枠の追加 15,000円(税別)/枠
※基本プラン含め、
最⼤2枠まで掲載可

動画掲載枠の追加 12,000円(税別)/枠
※基本プラン含め、
最⼤5枠まで掲載可

製品紹介コーナーの点数追加 9,000円(税別)/点
※基本プラン含め、
最⼤8点まで掲載可



事務局記入欄

受付日 受付No. 備考担当者印2担当者印1

【個人情報の取り扱いについて】
ご提出いただきました個人情報につきまして、今後事務局から展示会情報などのご案内（ダイレクトメール・E - mail）をお送りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。　なお、ご提出いただきました個人情報は、
事務局にて厳重に管理いたします。　また、事務局が管理するご自身の情報について、修正、展示会情報等の受け取りの停止、データベースからの登録抹消を希望される場合は、事務局までご連絡ください。

当社(出展申込者)は、上記展示会への出展を申し込みます。また、本申込書裏面記載の出展規約および事務局が必要と認めるその他の追加規約を遵守することに同意します。

　

オンライン出展申込書
申込締切:2022年10月31日(月)

該当出展者提出

No.4
オンライン展会期 ： 2023年3月2日(水)～4月14日(金)
会　　　　　　場 ： 公式WEBサイト上

※控えとしてコピーを保管してください【原本送付】

【送付先】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4F アテックス(株)内　TEL ： 03-3503-7611　FAX ： 03-3503-7620

5. 連絡欄

承認印

MACS 2023
第15回 スマート空調衛生システム展

4. 申込合計金額

 申　込　合　計　金　額（ a + b ） 円(税込)

申込提出日 :           年      月      日1. 出展申込者

TEL(　    　)　　　　　－　　　　　/FAX(　    　)　　　　　－　　　　　

【ご注意】お申し込み受理後、事務局からのご案内は、一斉メールで送付します。BCCや添付データがあるメールを受信いただくため、macs@a-tex.co.jpをセーフリストへ追加してください。

会社名

〒

〒

E-mail

フリガナ

氏　名

フリガナ

公開用
E-mail
（※任意）

担当部署
所 在 地

本 社
所 在 地

連絡担当者

TEL(　    　)　　　　　－　　　　　/FAX(　    　)　　　　　－　　　　　

フリガナ

部署

氏　名

役職名

部署

役職名

2. 料金 （税込、消費税10％）
料金 (a)

□　オンライン展示会のみ申込

□　リアル展示会の申込あり

￥385,000

区分（□を付けてください。）

3. 追加オプション（税込、消費税10％）
単価オプションメニュー 追加数

動画掲載枠の追加(1枠 )

ライブ放送枠の追加(1枠 )

製品紹介コーナーの点数追加(1枠 )

枠

料金

￥

￥

￥

￥16,500/枠

￥13,200/枠

￥9,900/枠

枠1

￥

代表者
または
責任者

リ ア ル 展 会 期 ： 2023年4月12日(水)～4月14日(金)

※別途、出展申込書(No.1)の提出が必要となります。

小計 ( b )

リアル展出展料金に
含まれています

会　　　　　　場 ： 東京ビッグサイト 南1ホール

点

※最大追加3枠まで

※最大追加5枠まで

※最大追加1枠まで



【オンライン出展規約】
１. 出展申込の承認
事務局は、出展の内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場
合、出展を拒否することがあります。また、これにより生ずる損害
などに対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。

２. オンライン出展料金の請求と支払い

４. 事務局による出展の取消し

５. オンライン出展枠の転貸等の禁止

６. 共同出展の取扱い

８. 内容物

      

３. 出展申込後の取消し

書面による出展解約の通知を受理した日 解約料

オンライン出展料金(税込総額)の50％2022年11月30日(水)以前

2022年12月  1日(木)以降 オンライン出展料金(税込総額)の100％

１０.オンライン展示会の中止および延期

７. 出展コンテンツの管理保全・著作権等について

事務局による出展申込承認の後、出展申込者にオンライン出展料金
を請求します。出展申込者は、2022年11月30日(水)までに指定
口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は出展申込者が負
担するものとします。

出展申込後のオンライン出展の取消しをする際は、書面にて事務局へ
通知の上、下記の通り出展申込者は解約料を支払うものとします。
（事務局が出展者からの書面による解約通知を受領した日を基準とす
る。）

出展申込者が上記相当金額を未だ支払っていないときは、直ちにこれ
を支払うものとします。出展申込者が既に支払った金額が上記相当金
額を超えているときは、事務局より超過分を返還します（振込手数料
は出展申込者負担）。

（１）事務局は、出展者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団
　　　関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等（総称して「反社会
　　　的勢力」という。）と判明した場合、何ら催告を要しないで、
　　　出展を取消します。
（２）事務局は、前項の規定により出展契約を取消した場合、既納の
　　　出展小間料金は返還しません。また、これによって生じた事務
　　　局の損害を当該出展者に請求することができます。
（３）事務局は、第1項の規定により出展を取消した場合、これによ
　　　って当該出展者に損害が生じても一切の責任を負いません。

出展申込者は、自社分のコンテンツ枠を事務局の承諾なしに転貸、売
買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。

２社以上の申込者が共同で出展する場合、１社が代表して申し込み、
共同出展する社名等を申込時に事務局へ通知するものとします。

事務局は管理者として注意を払って本展の管理にあたります。ただし、
各出展コンテンツの管理（権利処理）は出展者が自己の責任と費用に
て行ってください。事務局は出展コンテンツの盗難・紛失・傷・火災
・その他天災地変等を原因とする出展コンテンツの損害に対しての一
切の補償責任を負いません。出展コンテンツに関するデータは、出展
者の責任および負担でバックアップを行うものとします。本展におい
て、音楽を使ったコンテンツを作成される場合や映画や環境ビデオな
どの映像ソフトを利用したコンテンツを作成される場合は、出展者自
身で関係各所に利用許諾を得てください。

（１）内容物は本展示会の開催趣旨・目的にそった品目のみ展示でき
　　　るものとします。
（２）出展コンテンツ掲載に必要な環境（パソコン等のハードウェア、
　　　ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等）、出展コンテンツの
　　　制作、その他出展者の行為に属する費用は、出展者の負担にお
　　　いて準備するものとします。
（３）国内法令に抵触する物品（武器、銃器等）は出展できません。
　　　許可なき出展に伴う損失、損害について、主催者および事務局
　　　は一切責任を負わないものとします。

９. サービスの中断
９ - １事務局は、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－ビスの全部または一部を中断することがあり
　　　ます。
（１）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
（２）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
（３）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
（４）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 
（５）その他事務局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
（６）サービス提供者（事務局の委託を受けて、または事務局と共
　　　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
９ - 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。ま
　　　た、サービスの中断によって生じる出展者の損害には一切の
　　　責任を負いません。 

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、疫病・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本規約３項に準じた出展解約料を出
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。また、開催期間
中に発生した不可抗力により、開催期間を短縮した場合については、
オンライン出展料金は返済いたしません。それによって出展者が要
した費用については一切の責任を負いません。

１１. 規約の遵守
出展申込者は、事務局が定める一連の規約（出展申込書、出展マニュ
アル等）を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものと
します。万が一規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず、出
展を拒否することがあります。この際生ずる損害に対し、主催者およ
び事務局は一切の責任を負わないものとします。


