
出展申込書

氏名 ふりがな

所在地（〒　　　- ）

所在地（〒　　　- ）

URL

E-mail

担当者 氏名 ふりがな

TEL FAX

TEL FAX

※主にE-mailで連絡いたしますので、正確にご記入ください。

1 出展申込者

英文

■ 各種連絡・資料送付先 担当者情報は1名のみご登録いただけます。複数の氏名やE-mailは登録できません。

和文

代表者

会社名／団体名

3 入会希望
※既に入会済みの場合はチェック不要

一般社団法人日本包装機械工業会への入会を

□希望する　□ 希望しない

5 希望の小間タイプ　いずれかの該当小間タイプにチェック□✓してください。
※シングル・ダブル小間は原則として他社小間が隣接します。
ブロック小間も場合により他社小間が隣接することがありますのでご了承ください。

※1小間のサイズは間口2.97m×奥行2.97mとなります。

□ シングル
（例） （例）

□ ダブル
※4小間以上

（例）

□ ブロック
※9小間以上

【裏面もご記入ください】

西暦 年　　　月　　　日

 正会員 @250,000 小間 円

 賛助会員 @290,000 小間 円

 一般 @350,000 小間 円

 団体 ＠100,000 小間 円

 プレス ＠200,000 小間 円

 その他 小間 円

出展料（税抜） 希望小間数 出展料合計（税抜）

4 申込小間数・出展料
いずれかの該当所属区分にチェック□✓してください。
□ 正会員
□賛助会員
□一般
□団体
□プレス
□その他（ ）

2 所属区分

申込年月日

出展のお申込み登録にはWEB版［出展申込フォーム］をご利用ください。 https://www.japanpackform.work

JAPAN PACK 2022『出展のご案内』の全記載内容を順守し、次の通り出展を申し込みます。

部署
役職

部署
役職

https://www.japanpackform.work


事務局使用欄

受理番号

有  ／  無受理年月日

一般社団法人日本包装機械工業会 〈JAPAN PACK 2022〉 運営事務局 104-0033 東京都中央区新川2-5-6 包装機械会館3階

TEL：03-6222-2277　E-mail：japanpack@jpmma.or.jp

10 連絡欄

備考

割引適用 割引額（税抜）

8 主な出展予定製品 新製品にはチェック□✓してください。

出展製品の最大重さ kg （必ずご記載ください） 出展製品の平米あたりの荷重  kg （必ずご記載ください）

出展製品の最大長さ m 出展製品の最大幅 m 出展製品の最大高さ m

2

3

4

5

1 □

□

□

□

□

No. 新製品 出展予定製品種別（機種） 生産国

9 予定している使用設備（給排水・ガスなど）
後日「小間割調査票」でお伺いします。「小間割調査票」は2021年8月頃にご担当者様へE-mailでお送りいたします。

6 展示テーマ 『出展のご案内』3ページ「展示テーマ」をご参考に、出展の重点テーマ“1つ”をチェック□✓してください。

□生産性の向上 □地球環境への課題 □食糧に関する問題 □安全安心の実現 □市場の拡大

出展製品に該当する分類“全て”にチェック□✓してください。また、主要出展製品に該当する分類“1つ”にチェック○✓してください。
※本項目は、各種発信や小間割の参考情報として使用させていただきます

7 展示分類 『出展のご案内』4ページ「出展募集対象」をご参考に、下記の該当箇所をそれぞれチェック✓をしてください。

□○ 第1類 包装機械／荷造機械

□○ 第2類 包装資材・容器

□○ 第3類 印刷機械・関連機器／包材加工機械

□○ 第4類 ロボット／機械部品・要素技術／包装関連機械／検査機・検出機

□○ 第5類 食品加工機械・関連機器

□○ 第6類 医薬品・化粧品・日用品製造機械・関連機器

□○ 第7類 環境対策機械・関連機器

□○ 第8類 衛生管理機器・資材

□○ 第9類 物流機械・関連機器／店舗設備機械

□○ 第10類 デジタル技術／ソフトウェア

□○ 第11類 エンジニアリング・システム

□○ 第12類 団体／プレス／研究・教育機関／人材サポート／その他

［出展申込フォーム］をご利用できない場合、本紙をE-mailにてご送付ください。 送付先：japanpack@jpmma.or.jp
出展のお申込み登録にはWEB版［出展申込フォーム］をご利用ください。 https://www.japanpackform.work

※パネル展示など計量物のみの出展を予定している場合は、最大・平米あたりとも「1.0kg」とご記載ください。

https://www.japanpackform.work
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