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専務理事  安藤   昇 

 

Nor-Shipping２０２３展示会への出展募集について 

 

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、日本船舶輸出組合と共同で日本のナショナルスタンドを設けて、

「Nor-Shipping２０２３展示会」に参加いたします。 

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１１月２４日（木）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］ 

「Nor-Shipping２０２３展示会」 

 開催期間：２０２３年６月６日（火）～ ６月９日（金） 

 開催場所：ノルウェー王国、リレストロム市 

 会  場：Norway Trade Fairs Congress and Exhibition Centre in Lillestrøm 

            (Norges Veremesse) HallB-02-08 

 

 [添付書類及び資料］ 

 １．出展案内                                :１部 

 ２．Nor-Shipping２０２３展示会 出展形式について    :１部 

３．展示会出展申込書                               :１部 

 

[その他］ 

 １. ２０２２年１０月時点、ノルウェー国内での新型コロナウイルス感染症に係る入 

国規制等はございません。 

  ２．同展示会期間中のジャパンパビリオン主催イベントについては、別途ご案内申し

上げます。 

 

[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 

申込書送付先：業務部 藤巻  Email : fujimaki@jsmea.or.jp 

 

問い合わせ先：業務部 石田 丸山 

E-mail:ishida@jsmea.or.jp, maruyama@jsmea.or.jp 

         TEL：03-3502-2041 

mailto:fujimaki@jsmea.or.jp
mailto:maruyama@jsmea.or.jp
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ノルウェーにおける国際海事展 

 

Nor-Shipping ２０２３ 展示会 
 

 

 

 

 

 

出  展 案 内 

 

会  期 ： ２０２３年６月６日 ～ ９日 

開催場所 ： ノルウェー王国、リレストロム市 

 

Hall Ｂ 

ブース番号：Ｂ０２－０８ 

 

一般社団法人  日 本 舶 用 工 業 会 
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［はじめに］ 
本展示会は、１９６５年の第１回の開催以来、今回で第２７回目の開催となり、欧州の有

力船主国であるノルウェーで開催される歴史ある国際海事展となっております。今回も日本

財団の助成事業として、当会はBホールに、前回よりもスペース規模を縮小した150m2の出展

面積（前回は220㎡）を確保し、日本船舶輸出組合とともにジャパンパビリオンを形成する予

定としております。 

欧州船主のみならず、世界の海事関係者が集まる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。 

 

［展示会概要］ 
１．名 称      ：Nor-Shipping 2023 

   (当会事業名：Nor-Shipping 2023展示会) 

２．開 催 期 間      ：2023(令和5)年6月6日(火)～ 9日(金) 

３．開 催 場 所      ：ノルウェー王国、リレストロム市 

４．会 場      ：Norway Trade Fairs Congress and Exhibition Centre in Lillestrøm 

                (Norges Veremesse) 

５．会場総面積 ：37,500㎡ 

６．主 催      ：The Foundation Norway Trade Fair 

 

［当工業会の参加概要］ 
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：150㎡  

５．出 展 形 態：日本船舶輸出組合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。 

 

［出展募集要領］ 

１  

個別スタンド展示 

(スペースのみ) 

※詳細はP3をご参照下さい。 

２１㎡ ￥２,４００，０００ 

２ １８㎡ ￥２,１００，０００ 

３ １５㎡ ￥１,９００，０００ 

４ １２㎡ ￥１,７００，０００ 

５  ９㎡ ￥１,３００，０００ 

 

６ 

個別スタンド展示 

  （基礎装飾込み） 

※詳細はP3をご参照下さい。 

  

９㎡ 

 

￥１,４００，０００ 

７ スマートグラフィック展示  ４㎡ ￥  ５００，０００ 

８ 共有カタログ展示  － ￥  １００，０００ 
※出展申込企業が多く、出展予定面積（150㎡）を超過する場合は各社の出展面積を調整させていただく場

合がございます。 
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［個別スタンド展示（スペースのみ）］ 

１．場所のみのお渡しとなるため、スタンド装飾は事業者等とご調整下さい。 

２．壁面は用意させて頂きます。 

３．カーペットは自社でご準備頂く必要がございます。 

４．パビリオン内共有スペースにモニターがある場合は、映像を流すことが可能です。 

５．パビリオン内共有スペースで提供する飲み物等はご利用になれます。 

６．出展に関する登録費用は当会でお支払いします。 

７．展示物輸送費、電気料金は含まれておりません。 

 

［個別展示（９㎡：基礎装飾込み）］ 

１．社名看板、商談セット１（机、椅子４つ）、受付台、電源１箇所、カーペット、 

カタログラック１台が含まれております。 

２．追加の装飾をご希望の場合は、自社で手配をいただく必要がございます。 

３．パビリオン内共有スペースにモニターがある場合、映像を流すことが可能です。 

４．パビリオン内共有スペースで提供する飲み物等はご利用になれます。 

５．出展に関する登録費用は当会でお支払いいたします。 

６．展示物輸送費、電気料金は出展料に含まれておりません。 

 

［スマートグラフィック展示］ 
１．グラフィックを用いたPR用の壁面パネル（両面）、展示品等の台、カタログラック、

受付台が含まれております。  

２．PR用の壁面パネルは、従来のパネル展示（A0パネル２枚）と同規模を確保しております。 

※ グラフィック画像は提供して頂く必要があります。画像素材の編集、製作費は含まれて 

おりません。 

３．パビリオン内共有スペースにモニターがある場合は、映像を流すことが可能です。 

４．パビリオン内共有スペースで提供する飲み物等はご利用になれます。 

５．出展に関する登録費用は当会でお支払いいたします。 

６．展示物輸送費、電気料金は出展料に含まれておりません。  

 

［共有カタログ展示］ 
１．各社共有のカタログラックにて展示し、カタログ出展各社の社名看板を設置いたします。 

※別紙３の共有カタログ出展イメージをご参照ください。  

３．パビリオン内共有スペースにモニターがある場合は、映像を流すことが可能です。 

４．パビリオン内共有スペースで提供する飲み物等はご利用になれます。 

５．出展に関する登録費用は当会でお支払いいたします。 

６．展示物輸送費は含まれません。 

 

※各展示形式のイメージにつきましては、別紙2「Nor-Shipping２０２３展示会 出展形式に関し 

て」をご参照ください。 

 

［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14日前まで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、上記期日後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.  お申込み内容の変更につきましては、出展者会議開催14日前までに事務局へご連絡くださ

い。上記期日後の変更受付はできかねますので、あらかじめご了承の程宜しくお願いいた

します。 

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
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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１通を下記担当者へE-mailにて送付下さい。 

出展申込企業が多く、出展予定面積（150㎡）を超過する場合は出展面積の調整をさせていただく

場合がございます。その際は別途、詳細を参加申込企業へご案内致します。 

  

― 申し込み先 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

  ＜出展申し込み先：担当：藤巻 

    E-mail: fujimaki@jsmea.or.jp 
 

  問い合わせ先：担当：石田、丸山 

 E-mail：ishida@jsmea.or.jp, maruyama@jsmea.or.jp 
 

一般社団法人日本舶用工業会 業務部 

〒１０５－０００１  

東京都港区虎ノ門１－１３－３虎ノ門東洋共同ビル５F 

    電話：０３－３５０２－２０４１  Ｆａｘ：０３－３５９１－２２０６ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

［申込締切日］ 
令和４年１１月２４日（木）／ 電子データ必着 

 

 [そ の 他] 
１．２０２２年１０月時点、ノルウェー国内での新型コロナウイルス感染症に係る入国規制はご

ざいません。 

２. 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:ishida@jsmea.or.jp
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Nor-Shipping２０２３展示会 出展形式に関して 

 

一般社団法人 日本舶用工業会 

 

【Nor-Shipping2023 出展概要】 

開催時期：２０２３年６月６日（火）～６月９日（金） 

開催場所：ノルウェー王国、リレストロム市 

     Norway Trade Fairs Congress and Exhibition Centre 

ブースNo：HallB B０２-０８ 

参加規模：１５０㎡（下記、ジャパンパビリオン出展予定位置参照） 

参加形態：日本船舶輸出組合と共に日本パビリオンを形成 

展示方法：「個別ブース展示」、「スマートグラフィック展示」、「共有カタログ展示」 

 

※ 各社の企業色を出すために、「個別ブース展示」を望む企業もあることから、出展

方法の「個別ブース展示」は従来通り維持します。その他のスペースについては、

オープンで来場者がパビリオンに立ち寄りやすいデザインにするため、「スマート

グラフィック展示」、「共有カタログ展示」といたします。（参考１、２、３参照） 

※ スペースに限りがあることから、出展申込多数の場合は面積等を調整する場合がご

ざいます。その際、詳細は改めて事務局より出展企業へご案内させていただきます。 

 

【ジャパンパビリオン出展予定位置】 

  

 

※前回と同様、HallB での出展となるが、パビリオン出展面積を削減（220 ㎡→150 ㎡） 

※主催者でレイアウト変更が行われているため、出展位置が変更となる可能性がありま

す。 
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【各展示方法について】 

 

１．「個別ブース展示」 

・各社が自由に装飾を行えるため、独自のデザインで出展することが可能。 

※個別ブースへの申し込みが多く、想定面積を超過した場合は出展面積の制限や個別 

ブース展示を取り止める場合がございます。  

※従来の個別ブース展示からの変更はありません。 

 

＜参考１：Nor-Shipping2017 展示会ブースの様子＞ 
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２．「スマートグラフィック展示」 

・各社の展示物や PR 情報をグラフィック内の面積内で表示します。（デザインは自由） 

・設置物：グラフィックパネル（両面）、製品等を置ける台、カタログラック、社名看 

板、受付カウンター 

 

※PR用の壁面パネルは、従来のPR壁面スペース（A0パネル２枚貼り付け可能）は確保します。  

PR用の画像は提供して頂く必要があります。 

※頂いた画像を装飾業者が印刷致しますので、追加費用はありません。 

 

＜参考２：ユーロサトリ 日本パビリオンの様子（防衛装備庁殿主催）＞ 

 

※当画像はイメージです。装飾業者がそれぞれ提案し、出展企業様の投票により決定されます。 

 

３．「共有カタログスタンド」 

・各社毎にカタログスタンドを設置し展示するのではなく、共有部にまとめて展示いた 

します。カタログ出展各社の社名等を掲示 

  ＜参考３ 共有カタログスタンド イメージ＞ 

 
以上 


