
令和４年２月２日 

    舶 工 ５４０号 

 

会 員 各 位 

  一般社団法人 日本舶用工業会 

専務理事  安  藤    昇 

(公印省略) 

 

マリンテックチャイナ２０２２展示会への出展再募集について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

当会の事業運営につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当会では、「マリンテックチャイナ２０２２展示会」に参加いたします。マリンテック

チャイナ展示会につきましては、当初は２０２１年１２月に開催予定でありましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴い、下記の期間に延期開催ならびに会場も変更となりました。よって、

同展示会の開催時期と会場の変更を踏まえ、出展を再募集することといたしました。 

つきましては、別添資料をご覧いただき、本展示会に出展をご希望される場合は、申込書に必

要事項をご記入のうえ、来る２月１４日（月）までに当会宛にお申し込み下さいますようよろし

くお願い申し上げます。 

敬 具 

記 

［出展募集展示会］ 

「マリンテックチャイナ２０２２展示会」 

 開催期間：２０２２年６月２８日（月）～ ７月１日（金） 

 開催場所：中華人民共和国、上海市 

 会  場：NATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTER 

 

  [添付書類及び資料］ 

 １．出展案内                         :１部 

 ２．展示会出展申込書                 :１部 

３．ジャパンパビリオンブース位置     :１部 

４．ジャパンパビリオンデザイン    :１部 

５．Marintec China 2021 概要（参考）  :１部 

 

  [その他］ 

 １.  新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本政府の勧告に従い、展示会開催国がLV３（渡航

中止勧告）又はLV４（避難勧告）に該当する場合、当会事務局職員の渡航は見合わせる

こととしておりますので、あらかじめご了承の程宜しくお願いいたします。なお、２月

１日現在、中国はLV２（「不要不急の渡航は止めてください。」）となっています。 

２.  新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在、中国への入国についてはビザ申請が

必要となっております。ビザ発給に際して厳格な審査が行われており、取得に２ヵ月以

上要するケースもありますので、ご留意の上お申し込みいただきますようお願いいたし

ます。 

３． 入国ビザ申請の際、中国政府が発行するPU招聘状が必要となりますが、入国制限の関 



係で取得が非常に困難となっております。同招聘状の申請は可能となっておりますが、 

発行については一切保証されておりませんので、その点ご留意の上、現地法人様のみで 

ご対応いただく可能性があるとの想定でお申込みいただきますようお願いいたします。 

 

 

[申込書の送付先及び問い合わせ先]  

   一般社団法人日本舶用工業会 

  業務部 担当：山﨑   E-mail:yamasaki@jsmea.or.jp   

   〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門１－１３－３   

電話：０３－３５０２－２０４１   
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出 展 案 内 

 

会  期 ： ２０２２年６月２８日 ～ ７月１日 

開催場所 ： 中華人民共和国、上海市 

 

 

 

一般社団法人  日 本 舶 用 工 業 会 

 
 

 

 

 

 

 

 



［はじめに］ 
本展示会は、1981年から西暦奇数年に開催され、今回は21回目となるアジアで開催される

最大規模の総合海事展で、当会は1983年から参加しております。当初は2021年12月開催予定

でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い2022年6月に延期開催となり、会場もNATIONAL 

EXHIBITION AND CONVENTION CENTERへ変更となりました。今回も日本財団の助成事業として、

ホール4.1の入り口付近に約540m2の出展面積を確保し、一般財団法人日本海事協会とともに

日本パビリオンを形成する予定としております。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により世界経済の不透明感が未だ根強い中ではありま

すが、中国経済はいち早く回復の兆しを見せており、コロナ禍での中国マーケットの重要性

はますます高まっております。 

本展示会に参加することは、アフターコロナのビジネス活動の起点になり、尚且つ、日本

の舶用工業製品の優秀性を広くＰＲしつつ、世界の海事動向の把握、来場者と意見交換を行

える等、出展各社のＰＲにもつながるまたとない機会ですので、この機会に是非とも出展を

ご検討頂きますようご案内申し上げます。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本政府の勧告に従い、LV３（渡航中止勧告）

又はLV４（避難勧告）の勧告が発出されている地域への当会職員の渡航は見合わせることと

しておりますので、あらかじめご了承の程宜しくお願いいたします。なお、２月１日現在、

中国はLV２（「不要不急の渡航は止めてください。」）となっています。 

 

 

［展示会概要］ 
１．名 称      ：Marintec China 2022 

２．開 催 期 間      ：2022年6月28日(月) ～ 7月1日(金) 

３．開 催 場 所      ：中華人民共和国、上海市 

４．会 場      ：NATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTER 

５．主 催      ：Informa markets 

            The Shanghai Society of Naval Architects and Marine Engineers (SSNAME) 

 

［当会の参加概要］ 
１．参 加 機 関：一般社団法人 日本舶用工業会 

   JSMEA / Japan Ship Machinery and Equipment Association 

２．助 成 機 関：日本財団（公益財団法人 日本財団） 

３．指 導 機 関：国土交通省及び日本財団（公益財団法人 日本財団） 

４．参 加 面 積：約５４０㎡ 

５．出 展 形 態：一般財団法人日本海事協会と日本のナショナルスタンドを形成します。 

 

 

［スタンドデザイン及びレイアウトについて］ 
デザイン及びレイアウトにつきましては、後日ご案内する出展者会議席上にて検討し、決定い

たします。 

 

［スペース展示 募集要領］※装飾の有無により2通りの参加方法があります。 

１．募集面積 : 約５４０㎡ 

２．出展申込面積 : ９ｍ２を最小単位とし、追加は３ｍ２単位とします。 

３．参加方法 

①スペースのみ（装飾は参加企業による手配） 

（１）事業分担金（以下、出展料といいます。）に含まれるもの 

・スペース料 

（２）出展料に含まれないもの 

・ブース装飾費用一式 

・展示物輸送費 



②装飾つきブース（装飾は当会による手配） 

（１）出展料に含まれるもの 

・スペース料 

  ・当会が製作する基本デザインに基づく装飾経費 

  ・感染症防止対策費（消毒用アルコール、飛沫防止用シート等） 

（２）出展料に含まれないもの 

・展示物輸送費 

 

４．出展料  

 ①スペースのみ 

  【基本出展】基本展示スペース９ｍ２で８０万円（不課税） 

【追加出展】追加展示スペース３ｍ２につき２６万円（不課税） 

②装飾つきブース 

  【基本出展】基本展示スペース９ｍ２で９０万円（不課税） 

【追加出展】追加展示スペース３ｍ２につき３０万円（不課税） 

 

［パネル展示 募集要領］（基本１ｍ×２ｍ） 
１．事業分担金（以下、出展料とする）：３０万円（不課税） 

２．展示可能なパネルまたは壁紙 

システム部材（１面の大きさとして、横1,000mm×縦2,500mm程度を予定）２面を利用した、

次のいずれかによる展示とします。 

３．出展料に含まれる経費： 

(１) 出展社名表示 
(２) カタログ台（又はラック）の手配・設置・撤去等の作業 

(３) Ａ０サイズのパネル２枚を貼ることのできる壁面 

（デザイン上他に貼れる箇所があれば使用いただいて構いません。） 

(４) データ出力壁紙による展示 

（ データは出展者負担にて作成していただきます。） 

(５) 感染症防止対策費（消毒用アルコール、飛沫防止用シート等） 

 

［カタログ募集要領］（基本１ｍ×1ｍ） 

１．事業分担金（以下、出展料とする）：１０万円（不課税） 

２．展示形態 ：カタログ台（又はラック）での展示 

３．出展料に含まれる経費： 

（１） 出展者名表示 

（２） カタログ台（又はラック）の手配・設置・撤去等の作業 

（３） 感染症防止対策費（消毒用アルコール） 

 

 

［キャンセルポリシーについて］ 
１．当会が開催する出展者会議開催の14日前の出展者都合によるキャンセルの場合は、キャ 

ンセル料は一切戴きません。ただし、上記期日を過ぎてからの同上のキャンセルについ 

ては、出展料全額をご負担いただきます。 

２．出展申込内容の変更につきましては、出展会議開催の14日前までに担当者宛までご連絡 

  ください。ただし、上記期日を過ぎてからの出展申込内容の変更については、いかなる 

場合もお受けできませんのであらかじめご了承ください。 

  ３. 展示会中止・延期に伴うキャンセルの場合は、中止時期に応じて生じる経費(主催者への 

出展料やパビリオン施工費等)が異なりますので、返金に係る詳細な金額は適宜事務局よ 

りご連絡いたします。 

 



［申込方法］ 
出展申込（確認）書を下記申込先までE-mailにて送付下さい。 

 

※延期前に、申し込み済の出展者様につきましても、別添の出展申込書の送付をお願い申し 

上げます。 

※何れも先着順にて受付し、締切日以前に募集予定規模に達した場合は、申込を締切させて 

いただきますので、あらかじめご了承下さい。 

   

一般社団法人日本舶用工業会 業務部 

  担当：山﨑    宛 E-mail：yamasaki@jsmea.or.jp 

  〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門１－１３－３ 

電話：０３－３５０２－２０４１   

 

［申込締切日］ 
令和４年２月１４日（月）／ 電子データ必着 

※締切日以前でも上記の募集面積及び規模に達した場合は募集を締め切ります。 

 

 [その他] 
１．新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在、中国への入国についてはビザ申請が必要

となっております。厳格な審査が行われているため、ビザ取得には２ヵ月以上要するケース

もありますので、あらかじめご留意の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。 

２．入国ビザ申請の際、中国政府が発行するPU招聘状が必要となりますが、入国制限の関係で取 

得が非常に困難となっております。同招聘状の申請は可能でありますが、発行の保証はされ 

ておりませんので、その点ご留意の上、現地法人様のみでご対応いただく想定でお申込みい 

ただきますようお願いいたします。 

３. 本出展案内に記載されていない事項につきましては、当該出展者との協議により決定い

たします。なお、協議が成立しない場合には、当会の定めるところによります。 

 

本事業は、日本財団の助成金を受けて実施します。 

mailto:yamasaki@jsmea.or.jp


21ST EDITION OF MARINTEC CHINA
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NATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SHANGHAI), HALL 4.1
国家会展中心 (上海), 4.1 展館
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