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 in Shanghai

亚洲电子展
AEES 2013

～ジャパンパビリオン出展者募集のご案内～

名称：The 10th Asia Electronics Exhibition in Shanghai
会期：2013年11月13日（水）~15日（金）
会場：Shanghai New International Expo Centre（SNIEC）
 （上海・上海新国際博覧中心）
Web：http://www.aeesshow.com/
主催：Asia Electronics Exhibition Corporate Conference（AEECC）
　　　China Electronic Appliance Corporation（CEAC）
　　　Hong Kong Trade Development Council（HKTDC）
　　　Japan Electronics Show Association（JESA）
　　　Korea Electronics Association（KEA）
　　　Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association（TEEMA）

About “AEES 2013“About “AEES 2013“

海外進出を考える上で、中国は今後も魅力ある市場であることに変わりはありません。
エレクトロニクス／ＩＴ産業の技術・製品の中で、例えば医療や環境分野など、日本の技術
を必要とする分野は今後拡大が期待されます。
今年で10回目を迎える、国際的見本市であるAEESでは、中国ビジネスで欠くことのできない
人的交流、特に、中国政府関係者、公的機関関係者、エレクトロニクス／ＩＴ産業関係者等の
出会いの機会を、効果的かつ経済的に創出します。日本製である貴社製品のブランドアピールを
行い、巨大市場に向けた販売促進を実現させるべく、ジャパン・パビリオンへご出展いただき、
このチャンスをご活用いただきたく、ご案内申し上げます。

は じ め に

中国市場参入のビジネスチャンス



日本企業の集合により集客力が増大 
日本企業が集結してJESA運営としてジャパン・パビリオンを組織するスケールメリットにより、

単独で出展する場合に比べて、高い集客効果と商談機会の増加が期待されます。 

出展手続きをサポート 

ジャパン・パビリオン出展メリット

出展の検討・手続き
出展検討、出展申し込み、さらには手続き
書類や支払いに至るまでの対応を日本語で
サポートいたします。

トラベルサービス
渡航、現地宿泊、現地交通等のご相談、
手配についてのサポートをいたします。

装飾のご相談
展示装飾のプラン、パネル制作等、展示
ブースの設営や会場での対応などをサポート
いたします。

通　　訳
ブース等での現地通訳の紹介･手配の
サポートをいたします。

輸　　送
出展製品やパンフレット等の会場への
輸送、さらには会期終了後の輸送に係わる
サポートをいたします。

セミナー
コンファレンスや独自企画のパーティの
開催等に際してサポートをいたします。

出展申し込みや小間装飾の手配など、見本市への参加に伴う煩雑な手続きをサポートします。

海外出展が始めての方でも安心してご参加いただけます。

負担の軽減
出展小間料は、装飾プランを含めた特別価格となっており、単独出展に比べ大幅にコストダウンすることができます。

また、プランを活用していただくことにより、準備をスムーズに行っていただくことができ、

ご担当者の負担を軽減することができます。

ジャパン・パビリオン概要

日本事務局のサポート内容
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主 催
対 象 分 野

出展者資格

出 展 要 件

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会 

コンシューマ・エレクトロニクス（CE）機器

　ホームエンターテインメント機器

　カーエレクトロニクス機器

　パーソナルコンピュータ（PC）、パーソナル情報端末

　ネットワークコンピューティング製品

商業用および産業用電子機器

　電子デバイス／電子部品／通信機器

出展対象を取り扱う法人が出展できます。

●機器メーカー　●部品、デバイス、材料メーカー　●放送･通信事業者　●商社･流通企業　●サービス企業

　なお、上記出展物を出展する場合においても、広告代理店等を介しての出展はできません。

(1)上記の対象分野に該当する日本の製品・技術を持つ日本の事業者であること。 

(2)海外販路拡大のため、海外企業との商取引を目的とした商談が主な参加理由であること。  

(3)会期中の全日程を通じて出展が可能であること。（会期途中での出展、撤収は不可。） 

(4)英語や現地語の商品パンフレットの用意など、商談に必要となる相応の準備を行えること。 

　また会期後に商談に対応できる担当者がいること。 

(5)公的機関以外の申込者の場合、見本市での商談後も自らが主体的に出展物の輸出に関与できること。



出展料・小間仕様のご案内

お申込み方法・期限

３．ご出展までのモデルスケジュール

お申込み手続き完了後、ご請求書を発行いたしますので、指定の銀行口座にお振込みください。
なお、手形によるお振込みはお断りいたします。また、お振込みの手数料は出展者のご負担とさせていただきます。

2．小間仕様

１．出展料

The 10th Asia Electronics Exhibition in Shanghai

出展プラン　A

出展プラン　B

336,000円（税込）　出展スペース＋基本ブース装飾

393,750円（税込）　プランAの内容＋専用アテンダント（日中一般会話レベル）1名/1社常駐
※専用アテンダントは、会期中を通して小間に常駐し、スムーズな来場者対応や商談など、
　さまざまなコミュニケーションをお手伝い致します。

8月30日

出展申込締切

9月上旬

説明会開催（予定）

9月中旬

各種申請書提出期限

10月中旬

輸送準備 詳細は別途
ご案内いたします。

11月11日

現地入り（渡航日）

11月12日

小間内装飾・準備

11月13日～15日

会　期

出展プランに含まれない内容についてもお気軽にご相談ください（別途費用）

　  出展物の輸送／基本ブース装飾以外の追加レンタル備品
　  コンパニオン・通訳の別途手配（出展プランAには中国語対応は含まれません。）
　  渡航・宿泊／掲示パネルのデザイン・印刷 等

●出展小間スペース：間口2.97m×奥行き2.97m（約9㎡）

　※装飾にはシステムパネルを用います。

●基本ブース装飾に含まれるもの：

間仕切り壁面・カーペット・社名ボード・受付カウンター

受付用チェア・棚（3枚）・スポットライト・ゴミ箱

パビリオン受付における社名／ロゴの掲示

小間イメージ
※パネル・ポスターは別途費用となります

※上部はパビリオン統一の大型看板設置となります。

必 要 書 類

お 申 込 み 期 限

出展申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

会社案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

2013年8月30日（金）

お申込みは、別紙「出展申込書」に必要事項を記入の上、日本エレクトロニクスショー協会までお申込みください。

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会　　担当：鳥飼／菊嶋
東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 5F
TEL：03-6212-5233　FAX：03-6212-5226
jesa.info@jesa.or.jp

【お申し込み先／問合せ】



● 2012来場者アンケート

● 来場者の職種

実に全体の86％が満足したと回答し、うち96％の来場者には、展示会全体の構成や
プログラム内容についても大変高く評価していただきました。また、83％の来場者が
最新の製品やトレンドの把握に役立ち、次回も（2013年も）来場したいと答えています。

2001年に上海浦東新区に建設されたShanghai New International 
Expo Centre（上海新国際博覧中心）は、17の室内展示ホールと3つ
のエントランスホールとを含み、総展示面積250,000㎡を有する、
アジア最大級かつ最先端の設備を誇る会場です。ショッピング
モール、ビジネスサービスセンター、郵便局、銀行と直結しています
ので、大変便利な周辺環境です。

●エントランスホール（1,900㎡）

オープニングセレモニーや出展者、来場者登録所の設置、さらには
インフォメーションデスクなどが設置され、外壁はガラス製のため
明るく機能的なホールです。

●展示会場

展示ホールは全て1階（地面）で柱がなく、各ホールの面積は、
11,500㎡です。また、天井はグラスファイバー製の薄い膜で
仕上がっているため、自然光が差し込む明るい会場です。

●レストラン･売店

会場内には、レストランもしくは売店が設置されています。また、
会場にはコンビニエンスストアーも設置されており、ショッピング

モールとも隣接しています。

同時開催
第82回 China Electronics Fair 2013 
第11回 China International Semiconductor Expo
会期：2013年11月13日（水）～15日（金）
会場：Shanghai New International Expo Centre

フロアー紹介

AEESのポテンシャル

会場のご紹介 -Shanghai New International Exhibition Centre -

AEES 2013 　ジャパン・パビリオン主催：一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 5F　　TEL:  03-6212-5233　 FAX:  03-6212-5226（担当：鳥飼／菊嶋）
jesa.info@jesa.or.jp

お問い合わせ先

経営・管理

研究・開発・技術関連

購買関連

営業・販売

その他

17%

33%
23%

12%

15%
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■出展申込者 

◇ご記⼊頂いた情報がホームページや印刷物等へ反映されますので正確にご記⼊ください。 
 特に英⽂は、⼤⽂字・⼩⽂字の表記などに⼗分ご留意ください。 

出展 
会社名 

ふりがな                   

和⽂ 
                  

中⽂ 
                  

英⽂ 

                  

                  

ホームページ URL 
 

本社 

本社 
所在地 

〒 

代表者 
役職名  代表者⽒名 

 

出展窓⼝ 
担当者 

 
※ 現 地 法 ⼈
の場合は、英
⽂で記載して
ください。 

所在地 

〒 
 

会社名  

所属・役
職名  ⽒名  

TEL  Fax  

E-mail  

 
■  出展予定品⽬ 
 
 
 
 
 
■ 出展申込⼩間数/出展料⾦（※ご希望の出展⼩間数・出展⼩間料⾦をご記⼊ください。） 

 
 
 
■ 事務局記⼊欄 

 
 
 

 

申込提出⽇ 2013 年 8 ⽉ 30 ⽇（⾦） 

受付⽇  
 

出展プラン 申込⼩間数 出展⼩間料⾦（税込） 
出展プラン A ⼩間 ＠336,000円（JPY） =                  円 
出展プラン B ⼩間 ＠393,750円（JPY） =                  円 

受付⽇ 受付番号 ⼊⼒⽇ 請求⽇ ⼩間番号 

     


