
ＪＡＰＡＮフェア in 広州
- 第４回中国国際中小企業博覧会 -

会　 期 ：2007 年 9 月 15 日（土）－18 日（火）

開催地 ： 中国 ・ 広東省 ・ 広州

会 　場 ： 広州国際会議展覧中心

　　　　　　( 広州交易会琶洲展示場 )

展示会出品のご案内



開　 催　 地 ：　 中国 ・ 広東省 ・ 広州

会　　　　 期 ：　 ２００７年９月１５日 ( 土 ) ～１８日 ( 火 ) [４日間 ]

会　　　 　場 ：　 広州国際会議展覧中心 ( 広州交易会琶洲展示場 )

出品対象者 ：　 日本企業、 地方自治体、 団体など

  　中小企業だけでなく、 大企業、 進出日系現地法人のご出品

    も歓迎です。

対 象 業 種 ：　 衣服、 装飾品、 家具、 陶器、 日本食、 地方物産、 健康器具、

　　　　　　　　　　環境・省エネ器具、ＡＶ機器・白物家電、 自動車、 自動車部品・

 　　　　　 装飾品、 電気電子、 機械部品、 企業向けビジネス支援サー

                      ビス、 観光誘致、 その他

構　　　　 成 ： 　出品企業ブース、 政府ブース

日中両国政府は、 本年４月１１日の安倍総理と温家宝総理との首脳会談において、 ９月に広東省広州で開催される第 4 回

中国国際中小企業博覧会の主賓国を日本が務め、 両国共同で開催に取り組むことに合意しました。

広東省の人口は約７９００万人で、 その経済規模は中国全土の８分の１を占めています。 ２００６年には１４％超の経済成長

を達成するなど、 中国全土のそれを大幅に上回るペースで発展を続けています。 省都、 広州市ではトヨタ自動車、 本田技研

工業、 日産自動車が揃って進出するなど自動車産業が急速に発展しており、 また、 日系大手家電メーカーの進出により、 製

造拠点としての地位を揺るぎなきものにしています。 さらに、同市の一人当たりの国内総生産 (GDP) は１万米ドルを超えており、

高所得者層の拡大を背景に消費市場としての注目も高まっています。

つきましては、①高所得者層を主な対象とする中国市場への日本製品 ・ サービスの参入、②現地日系進出企業による部品

等の現地販路拡大の双方を促進するため、 本年９月に広州市で日中両国政府により共同開催される 「第４回中国国際中小企

業博覧会」 において 「JAPAN フェア in 広州」 を開催することといたしました。 中国でビジネスを開発する上での格好の機会に

なると思いますので、 是非とも前向きにご出品を検討いただきますようご案内申し上げます。

ＡＰＡＮフェア in 広州

２００７年４月の日中首脳会談で合意された両国政府を挙げてのイベントです。 日中両国が協力して、 ビジネス交流を促進

します。 また、会期中に政策フォーラムを開催し、ビジネスに役立つ情報を提供するとともに、相談業務等のビジネスサポー

トをいたします。

来場者数２１万人 （２００６年実績） が見込まれる巨大展示会です。 多くの来場者に対して、 高いＰＲ効果が期待できます。

参加メリット

 日中両国政府の協力：

 お得な費用：

 参加手続きが容易：
ジェトロが展示会運営を行いますので、 初めての方も安心してご出品いただけきます。

中小企業 （あるいは中小企業をとりまとめる団体） には、 日本政府の補助があります。 単独での参加に比べ、 割安な費

　 用負担で見本市にご参加いただけます。

「JAPAN フェア in 広州」 概要

第３回中国国際中小企業博覧会

第４回中国国際中小企業博覧会 概要

主 催 者 　：　 中国国家発展改革委員会、 商務部、 広東省人民政府、 日本国経済産業省他

協力機関　：　 中国中小企業国際合作協会、 日本貿易振興機構 （ジェトロ）、 中小企業基盤

  （予定）         整備機構、 日本商工会議所、 中小企業金融公庫、 商工組合中央金庫、 全国商工

　　　　　　　　     会連合会、 全国中小企業団体中央会、 日中経済協会

前回実績 　：　 会場１２万㎡、 来場者数２１万人、 出品者数　約４,０００社

特　　　徴　 ：　 本年で第４回目となる本博覧会は、 繊維製品、 雑貨、 建築資材、 機械 ・ 機器、

　　　　　　　　　 部品、 食品など幅広い工業製品が対象となっています。 また、 前回実績２１万人と

　　　　　　　　　 多くの来場者が見込まれてます。

＊「ＪＡＰＡＮフェア in 広州」 は 「第４回中国国際中小企業博覧会」 の中のジャパンパビリオンとして組織、運営される｢フェア・イン・フェア」 です。



出品料 ・ サービス

■基本装飾

　○スペース （３ｍ×３ｍ＝９㎡ )

　○統一デザインによる基本装飾 （基本的な電気代を含む）

　○備品 （社名表示 ( 中国語、 英語） １、 蛍光灯１、 電源１、 商談テーブル１、 商談用椅子２）

　○主催者作成ダイレクトリーへの出品者情報の掲載

　○第三者賠償責任保険

　＊上記の一部をご使用にならない場合でも同料金となります。

■ジェトロの一括輸送 ( オプション ) をご利用の場合

　【往路のみ】 でお申込み　： 下記サービスのうち、 復路に係る輸送サービスを除く。

　【往復】 でお申込み 　　　 ： 下記全てのサービス

　○海上貨物輸送費

　　往路 ： ジェトロ指定の日本国内集積場所から展示会場のブースまで

　　復路 ： 展示会場から日本国内のジェトロ指定の倉庫まで

　　（但し、 １小間につき、 容積５㎥、 重量２ ,０００㎏まで。 超過分は出品者の自己負担。 また、 冷蔵等特殊コンテナによる輸

　　  送も自己負担となります。）

　○日本国内及び現地通関諸手続き

　○貨物損害保険 （１小間あたりＦＯＢ価格１５,０００米ドルまで。 超過分については出品者自己負担）

○出品物の梱包費用および国内集積場所までの輸送 ( 往路 )

○国内指定倉庫からの輸送 ( 復路 ) にかかる経費 （保険料を含む）

○見本市終了後、 還送しなかった出品物に掛かる関税、 消費税および通関料等

○出品者の渡航費および宿泊費、 その他前項に定める以外の経費

❈ 出品の最小申込単位は１小間とし、 さらにスペースのみの場合は４小間以上とさせていただきます。

❈ オプション１ ： 展示品輸送 【往路のみ】 には、 展示会終了後の会場からの出品物の搬出および出品物の処理に係る費用は

　　含まれておりません。

❈ ブース （小間） の割り当ては、 申込順、 小間数、 製品、 実演の有無等を考慮してジェトロが決定いたします。

    また、 出品者が自社の小間を主催者の承認なしに転貸、 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。

出品料に含まれるもの （１小間）　　

出品料に含まれないもの

２. スペースのみ 出品料

スペース (９㎡ ) のみのプランです。 従いまして基本装

飾を含めて、 ブース設営は出品者の費用負担で行って

いただくことになります。

なお、 最小申込単位は 4 小間とさせていただきます。

スペース (９㎡ )、 基本装飾付プラン。

輸送サービスをご希望の場合は、 右記のオプションを

合わせて選択下さい。

＊メンバー割引 ： ジェトロメンバーズには、 会員特別料金
として出品料の５％の割引をいたします。
（但し、 割引金額は年会費７３,５００円を年間割引の上限
とします。）
［ジェトロメンバー申込詳細】 
http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

中小企業料金は中小企業基本法で定義する中小企業、
もしくは同中小企業をとりまとめる地方公共団体および業
界団体を対象とします。
中小企業基本法に定める中小企業の定義については、
中小企業庁ウェブサイト ：
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
をご覧ください。
ただしこれに該当する中小企業 ・ 団体であってもジャパ
ンブランド育成事業等をはじめとする国庫補助金を用い
て本展示会に出品される企業 ・ 団体には中小企業料金
を適用できませんのであらかじめご了承下さい。

ＡＰＡＮフェア in 広州

中小企業料金  ￥３３,０００- （１小間）
一  般  料  金  ￥５０,０００- （１小間）

中小企業料金  ￥５０,０００- （１小間）
一  般  料  金  ￥７５,０００- （１小間）

オプション２ ： 展示品輸送 【往復】

１. 標準ブース 出品料

中小企業料金
一  般  料  金 各出品料 ＋￥２７０,０００- （１小間）

各出品料 ＋￥１８０,０００- （１小間）

選択された出品形態のサービスに加え、 往路のみジェトロ

一括輸送サービスを提供します。

オプション１ ： 展示品輸送 【往路のみ】

各出品料 ＋     ￥９０,０００- (１小間）
各出品料 ＋  ￥１３５,０００- （１小間）

中小企業料金
一  般  料  金

選択された出品形態のサービスに加え、 往復のジェトロ一

括輸送サービスを提供します。



お申込み方法および準備の流れ

出品申込先 ・ お問合せ先

日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 展示事業部 海外見本市課　担当 ： 武田、 佐藤、 稲葉

〒１０７-６００６ 東京都港区赤坂１-１２-３２ アーク森ビル

TEL ： ０３-３５８２-５１８３( 直通 )　/　FAX ： ０３-３５０５-０４５０　/　E-mail ： FAB５@jetro.go.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ご注意 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■中小企業料金にてお申込いただいた方は、 出品申込書 ・ 承諾書を提出する際に自社パンフレット等、

　 貴社が中小企業であることを示す資料を同封下さい。

■小間上限数に達した場合は、 お申込みをお断りする場合があります。

■出品者は、 本パンフレット記載の出品対象品目 / 業種に合致する日本企業もしくは海外に進出している日系企業、

　 機関 ・ 団体でなくてはなりません。 また、 ジェトロが出品の可否を最終的に判断する権利を有します。

■出品に係る規則は、 この 「出品案内書」 ならびに 「海外見本市出品規程」 によるものとします。

■本案内書と 「海外見本市出品規程」 で内容が異なる場合には、 本案内書を優先します。

■展示装飾、 輸送等の詳細については、 「展示装飾要領」 と 「梱包輸送要領」 を別途ご連絡します。

■ジェトロが成果把握等のために実施するアンケート ( 事前、 会期中、 事後 ) には、 必ずご回答願います。

■ご記入いただいた出品申込書 ・ 承諾書情報、 また本展示会運営上必要に応じご提出いただく情報をジェトロが指定した

　 業務委託先企業等に提供することがありますので予めご了承下さい。

《出品お申込み》

１． 同封の 「出品申込書 ・ 承諾書」 ２枚に必要事項を記入して下さい。 （１枚記入し、 コピーも可）
２． 記入済みの 「出品申込書 ・ 承諾書」 ２枚へ貴社印を捺印し、 申込期限までに下記の出品申込
      先に返送して下さい。

出品申込期限 ： ２００７年７月６日 （金）

《出品料ご入金》

１． ジェトロにて出品承諾の事務手続き終了後、 出品者様へ出品承諾書１部と共に、 出品料請求      
　　　書を発送します。
２． 指定の出品料をお支払い期日までにご入金ください。
３． ジェトロ側で入金が確認でき次第、 正式に出品のお申し込みが確定します。
４.　 中国進出日系企業で人民元での出品料お支払いを希望する場合は、 別途お支払い方法をご案
      内します。

《出品者説明会》

１． ７月中旬以降、 国内主要都市にて開催予定です。
２． 説明会では、 出品者マニュアル、 各種提出フォームの配布および展示装飾、 輸送等に関する
      説明を行います。
３.　 説明会に併せて中国とビジネスを行う上で役立つ情報をお伝えするセミナーを開催します。

《船積書類提出、 出品物の国内指定倉庫搬入》

＊輸送ありにてお申込み出品者様のみが対象となります。
１． ７月下旬以降 （予定）、 船積書類を本展示会指定輸送業者に提出下さい。
２． 国内指定倉庫に出品物を搬入してください。
３． 詳細については出品者マニュアルにてご案内します。

《会期》　　　２００７年９月１５日 （土） ～１８日 （火）

ＡＰＡＮフェア in 広州
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