
◆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（9m2）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

出 展 の ご 案 内
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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

�������� 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

連合会 



※裏面の規約も必ずお読みください。 

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。

※申込書受領後、請求書を送付いたします。※振込手数料は、申込者にて負担願います。支払期限：2022年11月30日 (水 )

2. 小間数および料金 （税込、消費税10％）
小間単価 (a) 会員区分（○を付けてください） 申込小間数 (b) 出展料金 (a)×(b)

一 般

会 員 ￥341,000
1. 全国ダクト工業団体連合会
2. 日本配管工事業団体連合会
3. 日本保温保冷工業協会

￥363,000
小間 ￥

区分

基礎小間の規格：間口3.0ｍ×奥行3.0ｍ×高さ2.7ｍ

TEL(　    　)　　　　　－　　　　　/FAX(　    　)　　　　　－　　　　　

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。

　

出展申込書
申込締切:2022年10月31日(月) 全出展申込者提出

No.1
会　期 ： 2023年4月12日(水)～14日(金)
会　場 ： 東京ビッグサイト 南１ホール

※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

申込提出日 :           年      月      日1. 出展申込者（こちらの記述をもとに、公式ガイドブックに記載します。）

【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
フリガナ

http://

〒

TEL(　    　)　　　　　－　　　　　/FAX(　    　)　　　　　－　　　　　

〒
フリガナ

氏　名
E-mail

部署・役職名

公開用
URL

（※任意）

公開用
E-mail
（※任意）

担当部署
所 在 地

フリガナ

氏名

役職名本 社
所 在 地

代表者
または
責任者

連絡担当者

3. 希望小間タイプ（○で囲んでください。）※１～３小間はａタイプ限定です。
ａ. 単列小間
　 （シングル）

ｂ. 複列小間
　 （ダブル）
     ◆4小間以上
   

ｃ. 独立小間
　 （スペース）
   　◆１0小間以上を予定

※ご希望に沿いかねる場合もあります。
※独立小間の寸法は調整させていただく
　場合があります。

希望小間サイズ
　×m　　　　m

4. 出展予定製品 (こちらの記述をもとに、公式ガイドブックに記載いたします。)※50文字前後
出展予定製品　（現時点での出展予定製品をすべて記入してください。途中変更可能です。）

12. 連絡事項

あり　・　なし

10. PRツール希望
※別添専用申込書(No.2)にてお申し込みください。

11. 出展者プレゼンテーション
※別添専用申込書(No.3)にてお申し込みください。

あり　・　なし

１. ２. ３.

9. 共同出展者
①共同出展が3社を超える場合は、事務局までご連絡ください。
②招待券には社名のみ記載されます。
③締切後のお申込みの場合、招待券に掲載されない場合がありますので、予めご了承ください。

8. 予定する設備・展示等
給 ・ 排水

要 　・　不要
コンプレッサ(エア)

ガス
要 　・　不要

有 　・　 無

コンプレッサ(エア)
要 　・　不要

ボイラー（蒸気）

高さが2.7mを超える展示製品アンカーボルト 重量のある展示製品
※5t/㎡まで展示可能

火気・排煙をともなう
展示製品

有 　・　 無有 　・　 無

要 　・　不要

分　野

□ 1.空調システム設備・機器

□ 4.防災設備・機器

□ 7.労働安全・保安用品

□ 2.衛生システム設備・機器

□ 5.情報管理設備・機器

□ 8.自動化・人手不足対策

(主要な分野に「　」を入れてください。)5. 出展分野 6. 実演
実演

有　 　・　 　無

要 　・　不要

承認印

7. 学生向けPR

関心あり ・ 関心なし
学生向けPR

フリガナ フリガナ フリガナ

MACS 2023
第15回 スマート空調衛生システム展

□ 3.エネルギーシステム

□ 6.設備工事関連資機材・工具

□ 9.空調DX化



【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. 出展小間料金の請求と支払い

事務局による出展申込承認の後、出展申込者に出展小間料金を請求
します。
出展申込者は、 2022 年11 月 30  日(水)までに指定の口座に振り込
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。

４. 事務局による出展の取消し

(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。

５. 小間位置の決定

小間位置は出展製品、出展規模・実演の有無、申込順などを考慮して
事務局が決定します。
また事務局は入場者整理の都合上、または展示効果向上のために小
間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。 
その際、出展申込者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできな
いものとします。

６. 小間の転貸等の禁止

出展申込者は、自社分の小間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。

７. 共同出展の取扱い

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。

８. 出展物等の設置および撤去

(１) 出展物等の会場への搬入と設置は、後日事務局が通知する時間
内におこなわれるものとします。小間内の出展物設置は、会期前
日の午後４時までに完了されなければならないものとします。

　　出展申込者が上記時刻までに自社の小間を占有しなければ、事
務局は契約が解除されたものとみなし、当該場所を事務局が適
切と考える方法で使用できる権利を有します。その際出展申込
者は、同日に解約した場合の解約料を支払うものとします。

(２) 会期中の出展物等の搬入、移動、搬出にあたって、出展申込者は、
必ず事務局の承認を得た後、作業をおこなうものとします。

(３) 小間内の出展物および装飾物等は、後日事務局が通知する時間内
に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去さ
れないものは、出展申込者の費用で事務局により撤去されるもの
とします。

１１. 出展物の管理と免責
事務局は、出展物の管理・保全について、警備員を配置するなど事故防
止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる損失または損害
についてその責任を負わないものとします。

１２. 損害賠償
出展申込者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会
場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害につ
いての責任を負うものとします。

１４. 招聘保証書の発行について
出展申込者は、主催者および事務局にVISA（査証）の発給に必要な
招聘保証書等の書類の発行を要求することはできないものとします。

１０. 出展物
　　出展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。
　　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。

(２)

(１)

９. 展示場の使用

　　出展申込者は本展示会開催趣旨に合致し、申込書の出展予定製
　　品欄に明示された内容以外の展示はできないものとします。
　　実演または他の宣伝・営業活動は、すべて自社展示小間の中に限
　　られるものとします。各出展申込者は実演または宣伝活動のため
　　に小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものと
　　します。
　　他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小
　　間の妨害となる方法で自社の小間を造作できないものとします。
　　隣接の小間から苦情が出た場合、事務局が展示会運営上の立場
　　から鑑みて小間の変更が必要であると判断した場合は、当該小間
　　の出展申込者はその変更に同意するものとします。
　　事務局は、その音、操作方法、材料またはその他の理由から問題
　　があると思われる展示物を制限し、また、事務局の立場からみて、
　　展示会の目的と合致しない展示物を禁止または撤去する権限を
　　有するものとします。この権限は、人物、行為、印刷物および事務

局が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶものとします。
　　上記の制限または撤去の場合、主催者および事務局は当該出展申
      込者に対し展示費用や小間料の補償等、いかなる返金またはその
      他展示費用負担などの責を負わないものとします。

(２)

(１)

(３)

(４)

(５)

書面による出展解約の通知を受理した日 解約料

出展小間料金(税込総額)の50％2022年11月30日(水)以前

2022年12月  1日(木)以降

３. 出展申込後の取消し

出展申込後の小間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)。

出展小間料金(税込総額)の100％

１３. 展示会の中止および延期
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。

１５. 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。この際生ずる損害などに対し、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。





MACS 事務局

裏面の申込書にてお申込みください。

お問い合わせ 〒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
URL:http://www.macs-exh.com/

販促拡大ツールのご案内

広 告広 告1 1 1 1 

●配布方法　会場内で無料配布
●仕　　様　共通フォーマット (下図参照 )
【利用料金】　55,000円 ( 税込 )/1 ページ
【申込締切】　2023年 2月10日 ( 金 )　

●配布方法　会場内で無料配布
●仕　　様　表1下段 /表２/表 3/ 表４/
　　　　　　表2対向 /表 3対向 /前付 /後付　　　
【利用料金】　88,000円～ ( 税込 )/1 ページ
【申込方法】　先着順

●掲載期間　料金ご入金後～2023年 7月末
●仕　　様　220×120ピクセル (GIF・JPEG)
【利用料金】　55,000円 ( 税込 )/1 枠
【申込締切】　2023年 2月10日 ( 金 )

2 出展者プレゼンテーション2 出展者プレゼンテーション

セミナープログラム・テーマ・開講会社の情報は、招待券、公式WEBサイト、公式ガイドブックなどでも幅広く告知予定です。
招待券はもちろん、各種広報物で告知

貴社セッションを聴講された方の情報を提供いたします。関心をもったユーザーを確実に把握でき、今後のビジネスにご活用いただけます。
また、出展者セミナー終了後に聴講者を展示ブースへ誘導することで、一層の展示効果が期待できます。

有望顧客をリストアップ

例年、申込締め切り前にキャンセル待ちになる人気のツールです。

ご検討・お申し込みは、お早めに！

●開 催 日　2023年 4月12日 ( 水 ) ～ 14日 ( 金 )
●会　　場　東京ビッグサイト 南1ホール内 セミナー会場(予定 )
●定　　員　60名※当日登録制(予定 )
●利用時間　30分／1セッション
●備　　品　スクリーン、プロジェクター、演台、マイク、
　　　　　　聴講者用イス (予定 )

【利用料金】　49,500円 (税込 )/30分　※追加：16,500円(税込 )/15分
【申込締切】 1 0月31日 ( 月 )

【出展者セミナーお申込に際してのご注意】
　※開講ご希望日は原則として先着順で受け付けますが、事務局で調整を行う場合があります。
　※追加備品が必要な場合は、事前に事務局までお問い合わせください。(別途有料)
　※主催者および事務局による告知活動は、聴講者数を保証するものではありません。

申込締め切り前にキャンセル待ちとなる可能性もございますので、

ご検討とお申し込みはお早めに！

1製品1ページの製品紹介広告で、共通フォーマットにて貴社製品を
PRできます。レイアウト・デザイン制作は事務局にて行いますので、
手間をかけずに広告を制作できます。製品紹介広告は公式WEBサイ
トにも掲載されますので、来場できなかった方にもPRできます。

MACS会場内で無料配布する公式ガイド
ブックで貴社のPRができます。

公式WEBサイトにバナー広告を掲載する
ことで来場者に事前にPRできます。

製品紹介広告
国際電業株式会社

新型　空調ダクト用プラズマ自動切断システム
KPC-3504シリーズ…………………………………9

ナイガイ株式会社
ダクト内挿入型消音器
NSウィング …………………………………… 10

日本鐵板株式会社／小池酸素工業株式会社
おかげさまで10世代目誕生‼
NCプラズマ切断機「KADTEX」シリーズ …… 11

ノーラエンジニアリング株式会社
次世代型配管システム
NFS工法………………………………………… 12

株式会社フカガワ／深川機械販売株式会社
ファイバーレーザー切断機
Laser Dual ……………………………………… 13

株式会社丸山産業

風量測定口兼温度計取付台 ………………… 14

矢留工業株式会社
環境負荷低減に優れた地球環境にやさしいダクトシステム
Lineeco　ラインエコ成型機 ………………… 15

株式会社四電工
　　　　　　　　　　キャデワ　リアル
建築設備 CAD CADEWA Real………………… 16

告
広
介
紹
品
製
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新型　空調ダクト用プラズマ自動切断システム
KPC－3504シリーズ

国際電業株式会社
http://www.kdengyo.co.jp

弊社ブランドとして、空調ダクト用プラズマ自動切断
システムKPCシリーズを2000年に発売以来160台
以上の実績を基に、お客様より高い評価を頂いており
ます。この度、新開発のNC制御盤を一新して、さら
なる高速・高精度切断による業界最高のパフォーマン
スを備えた新型プラズマ切断機KPC-3504シリーズ
を発売し、実機を展示します。
3D表示対応最新の自動プログラミングソフト
DUCTCAM Complete10と の組み合わせにより、

生産性向上設備の決定版を会場で実感して下さい。

KPC-3504

【機械部・制御部】
◎有効ストローク：3500×1830 mm
◎最大移動速度　：48 m/分
◎駆動方式　　　：ACサーボモータによる
　　　　　　　　　タイミングベルト駆動方式
◎材料リフタ　　：ローラコンベア付リフタ3列
◎プラズマ発生器：D-8000（水冷式）
◎制御方式　　　：専用NCによる2軸補間制御
◎NCデータ媒体 ：LAN伝送（オプション）
　　　　　　　　　SDカード

●新開発のS字加減速制御を備えた専用NC装置によ
り、機械の衝撃を緩和させながら高速且つ正確な罫
書きと切断動作を実現！
●トーチ部とペン部を一体化したヘッド構造により、
罫書き時に板の端材の衝突をガードします。ソレノ
イド直動式ペン上下動作により正確且つ高速で安定
した罫書き動作を実現！
●駆動系は、定評のある両軸ベルト駆動とローラ&ガ
イド方式により、潤滑不要の耐久性と高速高精度切
断を支える弊社独自の機構

〈板取り展開ソフト〉
●DUCTCAM Complete10
　Windows10対応の最新モデル！
定評のある3D形状表示に新たな機能が拡充された、
業界最高の自動プログラミングソフトです！施工図
CADからの変換機
能もさらなる進化を
遂げ、ダクト入力の
生産性向上に必須の
ソフトウェアを体感
して下さい！

概 要

仕 様

特 長

小間番号：C-19

バナー広告→

公式ガイドブック 製品紹介広告公式ガイドブック 製品紹介広告 公式ガイドブック 一般広告公式ガイドブック 一般広告

公式WEBサイト バナー広告公式WEBサイト バナー広告



　

出展者プレゼンテーション申込書
申込締切:2022年10月31日(月) 該当出展者提出

No.3
会　期 ： 2023年4月12日(水)～14日(金)
会　場 ： 東京ビッグサイト 南１ホール

※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

事務局記入欄

受付日 受付No. 備考担当者印2 承認印担当者印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。

申込者

【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

所在地

フリガナ

〒

TEL(　    　)　　　　　－　　　　　/FAX(　    　)　　　　　－　　　　　

担当者

E-mail　

フリガナ

部署・役職名

氏　名

申込提出日 :           年      月      日

1. 申込内容（税込、消費税10％）

合計

49,500円／30分

16,500円／15分

枠

分
※15分単位

料金

料金

円

円

分 円

申込枠数

追加時間

連絡欄(希望時間等)
※希望多数の場合は先着順

支払期限：2022年11月30日(水)
※振込手数料は申込者負担

2. 発表者

会社名
フリガナ

氏　名
フリガナ

役　職部　署

TEL(　    　　)　　　　　　－　　　　　/FAX(　    　　)　　　　　－　　　　　

携帯(　    　　)　　　　　　－　　　　　/E-mail　

( 申込者と異なる場合のみご記入ください。)

プロフィール

可　・　否

(別途可)

※お申込後に事務局 (macs@a-tex.co.jp) へご登壇者の顔写真データ (JPG or PNG) 等をご送付ください。顔写真の掲載

(20)

3. 発表内容

講演要旨

タイトル

(別途可)
(40)

(10)

(30)

※2セッション以上のお申込みで、セッション毎にテーマが異なる場合は、複数枚に分けてご記入ください。
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出展者一覧
※MACS2017・MACS2020(中止)

出展者名
あ
ART-HIKARI
※ナ・デックス
アイシム医療器
愛知産業
アガタ
※アーモス
アサダ 東京支店
朝日工業社
アサヒ産業
アステム
アドバンス
有元プラント工業【TOP STAGE NETWORK】 
アローエム【TOP STAGE NETWORK】 
安藤設備工業【TOP STAGE NETWORK】 
イーズ
ebm-papst Japan
イシグロ 
いずみテクノス
ウチヤマコーポレーション
エイムス
NST日本鉄板(旧社名：日本鐵板)
※日本製鉄
※小池酸素工業
NTジオテックス
NYKシステムズ
エルゴテック
※極東貿易
大久保設備工業
※バンテージ工業
※STAR ASIA JOINT STOCK COMPANY
オーツカ
オカザキ【TOP STAGE NETWORK】 
オカダ・エア・システム【TOP STAGE NETWORK】 
岡村工業【TOP STAGE NETWORK】 
オリエント商事

　

さ

カンキョウエンジニアリング
関電工
関東ロックウール
※マグ・イゾベール
※アディア
※サンヨーバリア
※田中源工業
※ヤマト工業
九州吉場【TOP STAGE NETWORK】 
協栄産業
※コンプケア

か

さ
櫻井運輸
三機工業
三喜工業
※髙木
※Armacell Japan
三建設備工業
三晃空調
三功工業所
サンコー
※三晃機械製作所
サンセイ【TOP STAGE NETWORK】 
サンロード
シー・エイチ・シー・システム
ジー・オー・ピー
シーケー金属
JFE鋼板
※JFE商事薄板建材
※ カネキカナカオ
※紅忠スチール
ジャパンイノベーション
ジャパン・エンヂニアリング
ショーエイ【TOP STAGE NETWORK】 
新日本空調
新富士空調【TOP STAGE NETWORK】 
新菱冷熱工業
シンワ工業 
須長製作所【TOP STAGE NETWORK】 
全国ダクト工業団体連合会
センテンス

大気社 環境システム事業部
た

橋本総業 特需部
※オーケー器材
バンテージ工業
P・C・Gテクニカ
※P・C・G TEXAS
日比谷総合設備

は

マイテック
マックス
マックピーアンドエス
※神戸大学SSCA共同研究室
※大日本印刷
丸山産業
三谷産業 空調首都圏事業部
※東光器材
ミヤデラ断熱
※ 新光ネクスト
未来工業

ま

矢留工業
ヤブサダイナミックス【TOP STAGE NETWORK】 
ヤマト
四電工
※富士通
※富士通四国インフォテック
リプス
レゴリス
レッキス工業
ワールド工業
渡辺ダクト工業【TOP STAGE NETWORK】 

や・ら・わ

JINWOONG TECHNOLOGY
DS INDUSTRY
U-CARE TECH Co.

海外

な
ナイガイ
中川製作所【TOP STAGE NETWORK】 
中村製作所
※Green Air Tech 
ニチアス
日刊建設工業新聞社
日刊建設通信新聞社
日商テクノ
日本管材センター
日本電技
日本配管工事業団体連合会
日本ヒルティ
日本保温保冷工業協会
熱産業新聞社
ノーラエンジニアリング

協立エアテック
※マスク
共和工業【TOP STAGE NETWORK】 
きんでん
空研工業
※空調技研工業
空調タイムス社
クリマテック
※クリマ・ワークス
※多星テック
栗本鐵工所
国際電業
古島
※明和工業
※CALEFFI
コスモ･ソフト

ダイダン
ダイテック
ダイリツ
タイロン
高砂熱学工業
※高砂丸誠エンジニアリングサービス
※日本ピーマック
※日本設備工業
多久製作所
タムラカントウ【TOP STAGE NETWORK】 
ツカサ
※東販
DS INDUSTRY 
テクノブレーン
テクノ菱和
テスト－
東栄管機
東京グラスロン
※旭ファイバーグラス
※旭産業
※王子タック
桃陽電線
東洋熱工業
トレイン・ジャパン
TRECON

ビル新聞社
フカガワ 
※深川機械販売
フジモリ産業
福保
古河電気工業
ベン
ホーコス



主な来場者の実績 (社名50音順）
※MACS2017・主な来場者

出展者名 出展者名

さ

ビルオーナー・ビル管理
イオンディライト
エム・シー・ファシリティーズ
大手町建物管理
オリックス・アセットマネジメント
ザイマックスアルファ
サンシャインシティ
新都市ライフホールディングス
新日鉄興和不動産
新日本地所
世界貿易センタービルディング
大星ビル管理
高砂丸誠エンジニアリングサービス
多摩医療PFI
中央施設管理
筑波都市整備
電通ワークス
東京海上日動ファシリティーズ
東京ガス都市開発
東京地下鉄
東武タワースカイツリー
東京不動産管理
トッパンテクノ
トヨタエンタプライズ
日土地ビルサービス
日本ビル総合管理
ハリマビステム
日立ビルシステム
フジタビルメンテナンス
富士通ファシリティーズ
三井物産フォーサイト
三菱地所プロパティマネジメント
リビエラマネジメントサービス
早稲田大学プロパティマネジメント

不動産・ディベロッパー

SUパートナーズ
永和不動産
オリックス
片倉工業
鹿島東京開発
関電不動産開発
木下不動産
銀泉
倉島事業開発
京王電鉄
ケイズリアルティ
ザイマックス
ジェイアール東日本都市開発
大成有楽不動産
大林新星和不動産
東京建物
日本土地建物
野村不動産
三井不動産アーキテクチュラル・エンジニアリング
三井不動産ビルマネジメント
三井不動産
武蔵商事
森ビル

京王プラザホテル
帝国ホテル
東京ベイホテルズ
富士急行
三井不動産商業マネジメント
ロイヤルマネジメント
帝国ホテル

梓設計
アルモ設計
イチケン
キュービックエスコンサルティング
久米設計
ＪＡ設計
創協同設計事務所
総合設備計画
東急設計コンサルタント
東電設計
日建設計
日本設計
明豊ファシリティワークス
山下設計

経済産業省
厚生労働省
国土交通省
東京都
日本貿易振興機構

青木あすなろ建設
淺沼組
味の素エンジニアリング
安藤・間
NTTファシリティーズ
大林組
奥村組
鹿島建設
木内建設
熊谷組
ジェイティエンジニアリング
清水建設
大成建設
大和ハウス工業
竹中工務店
DNPエンジニアリング
東急建設
西松建設
長谷工コーポレーション
フジタ
前田建設工業
増岡組

関西電力
関電エネルギーソリューション
キヤノンマーケティングジャパン
ソフトバンク
中国電力
東京ガス
東京電力ホールディングス
東北電力
野村證券
東日本高速道路
富士通ゼネラル
みずほ銀行
三井住友ファイナンス＆リース
三菱東京UFJ銀行

愛知大学
小山工業高等専門学校
杏林学園
慶應義塾大学
県央産業技術専門校
芝浦工業大学
創価大学
全国建設産業教育訓練協会
中央工学校
東京大学
東京電機大学
東京農工大学
東海大学
放送大学
明治大学アサヒ産業

アズビル
泉精器製作所
AGC
オムロン
花王
カナレ電気
川重冷熱工業
紀文食品
崎陽軒
極東製薬工業
ケィ・マック
ケンコーマヨネーズ
コーアツ
コスモ電子
山洋電気
鷺宮テックス
JXエネルギー
シャープ
昭和電工
新日鐵住金
新日本電子
積水化学工業
積水ハウス
大日本印刷
ダイハツ工業
大鵬薬品工業
中外製薬
THK
デリア食品
東京ガス
東京計器
東芝
トヨタホーム
ナブテスコ
日機装
日本電産
パイロットコーポレーション
パナソニック
日立製作所
フジクラ

アールエヌティーホテルズ
オリエンタルランド
芝パークホテル
ジョイフル本田
西武プロパティーズ

不動産・ディベロッパー

商業施設・ホテル・飲食業

設計・建築士／事務所

製造業

国・自治体

学校・病院・学生

総合建設業・エンジニアリング

その他

富士小林製薬
村田機械
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