
□2018年9月開催：国際物流総合展2018（第13回）　送付　　　部
□2021年3月開催：国際物流総合展2021 in 愛知（第14回）　送付　　　部
□2021年10月開催：国際物流総合展2021 第2回 INNOVATION EXPO　送付　　　部

国際物流総合展2022 出展要網

出展のお申し込み・お問い合せ先 国際物流総合展事務局

国際物流総合展2022 出展要綱

出展料金（税込）
￥407,000
￥352,000
￥484,000
￥418,000

１ブース目
２ブース目以降
１ブース目
２ブース目以降

区 分

主催団体会員

会員外

基礎ブース 出展ブース料金

各出展者のブース位置は、展示分野・ブース数、出展申込日、水・ガス使用の有無、
床面（アンカーボルト埋め込み）工事の有無、出展製品等を勘案のうえ、会場ゾーニ
ング計画に添って事務局が決定します。発表は出展者説明会（2022年6月中旬開
催予定）にておこないます。

ブース位置の決定

利用料金(税込)

￥88,000

本展ホームページに掲載している出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ
事務局へご郵送ください。初めて出展お申し込みされる場合は、会社案内および出
展予定製品のカタログを事務局までご郵送ください。なお、出展内容が本展の趣旨
にそぐわない場合は、受付をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。

出展申込期限 2022年4月28日（木）
※ただし、予定ブース数になり次第、申込受付を締め切らせていただきます。

出展申し込み方法 ※本展ホームページをご確認ください

出展申込書にもとづき、事務局より請求書をお送りいたしますので、指定口座にお
振り込みください。振込手数料は自社にてご負担ください。

出展料金支払期限 2022年5月31日（火）
※期限内にお支払いの無い場合は出展を取り消させていただくこともありますので、あらかじめご
　了承ください。

出展料金支払方法／支払期限

（1ブース例） （1ブース：間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m）

プレゼンテーションセミナーのご案内

会期までの流れ

基礎ブースに含まれるもの
● 後壁・側壁
　（システムパネル仕様・白ビニール仕上げ）
● 電気工事費
　（100V／300Wまでの一次幹線工事費）

基礎ブースに含まれないもの（例）
● 社名板
● カーペット
● コンセント工事（電気二次配線工事）
● 電気使用料
● 水道・ガス工事など

幹線工事および二次側（ブース内）配管工事と水道・ガス使用料は、出展者の負担となります。
給排水・ガス設備

本指定権をお申込みいただきま
すと、コーナー（2面解放）ブース
をご用意いたします。なお、数に限
りがありますので受付が出来ない
場合もございます。

コーナー（2面解放）ブース指定権 数量限定

出展申込期限 ※1 出展料金支払期限 出展者説明会 ※2 各種申請書提出期限 ※3 搬出日会　期出展者搬入日
※1 締切日前でも予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。　※2 ブースレイアウトの発表や規定の説明を行います。
※3 ブース装飾や電気、水、実演などの申請を行っていただきます。申請書類は、出展者説明会で説明・配付いたします。

（2022年スケジュール）

システムパネル

開閉器
※床面カーペット無

側壁（袖パネル）

芯々2.97m

芯々2.97m

2.7m

2022年

28日（木）
2022年

13日（火）
16日（金）

2022年

11日（日）・
10日（土）・

12日（月）

2022年

16日（金）・
17日（土）

2022年

31日（火）
2022年

中旬
（予定）

2022年

中旬
（予定）

（～9：00）
（10：00～17：00）

（17：00～）

※主催団体会員は主催7団体の正会員および賛助会員とします。

出展申込後の取り消し・解約は原則としてできません。万一、申込者の都合により取
り消し・解約があった場合、下記キャンセル料をお支払いいただきます。

出展の取り消し

■一般社団法人 日本能率協会(JMA) 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   
E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076
E-mail:logis-tech@jma.or.jp

※出展ブース数の削減
をする場合にも、出展
申込の一部取り消し・
解約とみなし、左記
キャンセル料をお支払
いいただきます。

税抜出展料の50％

税抜出展料の100％

キャンセル料期　　限

出展者説明会開催日または
出展ブースレイアウト発表日翌日以降

各申込期限の翌日から下記該当日前日

□結果報告書の送付

※この連絡票をコピーし、メール（PDF添付）またはFAXにてご送付ください。
資料請求は本展ホームページ内「資料請求・お問い合せフォーム」でも承っております。

事務局
記入欄

※貴社宛に今後パンフレット・ニュースなどを正しくご案内申しあげたく、
　ご担当者・ご住所など変更がある場合は本用紙にてご連絡ください。ご協力ありがとうございました。

ご記入者（ご担当者）欄 （送付先の変更　　有　・　無　）

〒

会社名

所在地

部課名

役職名

XAFLET名氏

E-MAIL

本展示会に関するご意見・ご要望をお聞かせください。

貴社でお取扱いの主要製品について具体的にお聞かせください。

　国際物流総合展に関する必要な情報について
□説明員との打合せを希望

　国際物流総合展出展について
□出展予定　（　　　）ブース ※ブースの確保をお約束するものではございません。　
□出展検討中（　　　）ブース　
□出展しない（今後も資料送付を希望）
□出展しない（今後資料送付しなくてよい）

理由
理由

国際物流総合展事務局

＜個人情報のお取り扱いについて＞　公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）および、一般社団法人日本能率協会（JMA）では、個人情報の保護に努めております。詳細は両会の個人
情報保護方針(JILS:https://www1.logistics.or.jp/privacy.html  JMA:https://www.jma.or.jp/privacy/)をご覧ください。今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、両会が行う催しの各種案内のた
めに使用させていただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。

03-3434-8076FAX

logis-tech@jma.or.jpMAIL

本連絡票は出展申込書ではありません
出展検討連絡票

■一般社団法人 日本能率協会 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076　E-mail:logis-tech@jma.or.jp

h t t p s : / / w w w . l o g i s - t e c h - t o k y o . g r . j p / l t t /

9月 9月9月8月4月 5月 6月

壁

コーナー
（2面解放）ブース

指定権

※本オプションは1～2ブースの出
展者のみお申込みいただけます。

出展規定 第10条（展示会開催の変更及び中止）の変更について
（1） 主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催者の

責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、会場の移転、または展示会の開催
を中止する決定ができるものとします。

（2） 主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成
が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止する決定ができるものとします。

（3） （1）および（2）の場合、主催者は、これによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、
責任を負いません。

（4） 主催者が、（1）に基づき、展示会を早期閉会、開催延期、規模縮小または会場を移転する決定を
した場合であっても、出展者は出展ブース料及びオプション料（広告掲載料やプレゼンテーショ
ンセミナー追加発表料等、出展ブース料以外で、主催者と出展者間の直接契約から発生した費

用、以下出展ブース料と併せて「出展料」という。）の全額を支払うものとし、既に支払った出展料
について主催者は返金しないものとします。

（5） ①主催者が、（1）または（2）に基づき、展示会の開催を中止する決定（以下「中止決定」という。）
をした場合、同決定の時点で、当該展示会の出展料の全額を支払った出展者に限り、出展料（税
込）の70％を主催者より返金するものとします（返金日は追ってご連絡）。返金の際に生じる振
込手数料は主催者が負担いたします。
②主催者が中止決定をした時点で、出展者が当該展示会の出展料を支払っていなかった場合に
は、当該出展者は同展示会の出展料（税込）の30％を主催者に支払うこととします（振込手数料
は出展者の負担とします）。

NEW
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過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

https://www.logis-tech-tokyo.gr. jp/ltt/

｜ 2022年4月28日【木】申込期限
出展のご案内
但し、予定ブース数に達し次第受付終了！

2022年 9月13日（火）～16日（金） 10:00～17:00
東京ビッグサイト（東京国際展示場）  東1～8ホール

会  期

会  場

主  催 一般社団法人 日本産業機械工業会 一般社団法人 日本産業車両協会 一般社団法人 日本パレット協会
一般社団法人 日本運搬車両機器協会 一般社団法人 日本物流システム機器協会
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 一般社団法人 日本能率協会

本案内
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ロジスティクスの New Standardロジスティクスの New Standard
プレゼンテーションセミナー（以下、「セミナー」）は、出展者が来場者に対し、ブースでの
展示に加え、自社の新製品・技術・サービス等の情報をより明確にご発信いただくための
場です。出展効果を最大限にするために、是非ご活用ください。

※セミナーへの申込は、本展出展者に限ります。セミナーのみでの申し込みは受付できませんのでご了承く
ださい。

※セミナー発表者は、「お申込み出展者もしくは共同出展者」のみに限ります。
　他出展者名での発表、また発表社名の併記はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
※予定の枠数に達し次第、申込期限前であっても受付を締め切らせていただく場合がございます。なお２
セッション目以降については、申込期限後に空き枠があり次第のご案内となりますので、ご了承ください

※期限後に有料セッションの申込をキャンセルされる場合は、本展出展規定に基づくキャンセル料を申し
受けます。

※セミナーの内容は事務局にて収録させていただき、展示会会期後、「バーチャル物流展」においてアーカイ
ブ配信を予定しております。配信方法等詳細は、別途ご案内いたします。（収録・配信料は掛かりません。）

※会期前、会期中の自社セッションへの参加者募集ならびに当日運営は、出展企業が自社にて行うものと
します。
※その他セミナー申込に関する詳細は、申込方法ご案内メールにてお知らせいたします。

30分／1セッション　※セッションごとの完全入れ替え制
1セッションのみ無料、２セッション目以降有料（¥55,000（税込））
出展担当者宛てに、別途メールにてご案内いたします。
2022年1月11日（火）

利用時間
発表料
申込方法
申込開始 2022年4月28日（木）申込期限
発表料支払い期限 2022年5月31日（火）

概要
（予定）
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業界のリーディングカンパニーを会員に持つ、専門7団体が合同主催
する展示会で、業界での知名度は圧倒的です！
また、業界のトレンドを捉えた「特別企画」や「フォーラム」、出展者によ
る「プレゼンテーションセミナー」など、来場者にとって魅力ある企画
を併催することで、圧巻の動員力を誇ります！

ご出展のメリット

1

―なぜ、「国際物流総合展」が選ばれるか？－―なぜ、「国際物流総合展」が選ばれるか？－
アジア最大級の展示規模を誇る物流専門展示会！アジア最大級の展示規模を誇る物流専門展示会！

業界初参入の企業からリーディングカンパニーまで、幅広い出展者が、様々な製品・ソリューションの情報発信を行うため、様々な
業種・職種・役職の来場者に出会うことができます。出展者相互の商談も活発で、ご出展いただくこと自体が、業界内での認知度や
企業価値の向上につながり、業界参入後間もない企業にとっても、その成長に繋がる発見や出会いが見込めます！

2 「総合展」ならではの幅広い出展製品分野・来場者層　「総合展」ならではの幅広い出展製品分野・来場者層　

メリット

メリット

メリット

3 リアル展示会＋バーチャル展示会の“ハイブリッド展示会”！リアル展示会＋バーチャル展示会の“ハイブリッド展示会”！

物流施設開発・投資

企業誘致、空港港湾利用促進

包装機械

安全・衛生関連製品　作業改善 /環境改善　清掃・メンテナンス機器
その他

自家発電装置
感染症対策

地盤改良

2022年 9月13日（火）～16日（金） 
10:00～17:00

500社／2,600ブース
（「第13回 国際物流総合展2018」実績：
                                        479社・団体／2,435ブース）
80,000名
（「第13回 国際物流総合展2018」実績：74,520名）

東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～8ホール東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～8ホール
一般社団法人日本産業機械工業会　　　　　　　　
一般社団法人日本産業車両協会
一般社団法人日本パレット協会　　　　　　　　　　　
一般社団法人日本運搬車両機器協会
一般社団法人日本物流システム機器協会　
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
一般社団法人日本能率協会

関連41団体（予定）協 賛

テ ー マ

￥3,000 （※ただし、招待状・事前登録証持参者は無料）協 賛

内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し、
交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的とする。
内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し、
交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的とする。

ロジスティクスのNew StandardロジスティクスのNew Standard
国際物流総合展2022 (第15回開催) Logis-Tech Tokyo 2022国際物流総合展2022 (第15回開催) Logis-Tech Tokyo 2022

*国際物流総合展2018（第13回） 実績

*国際物流総合展2018（第13回） 実績

「バーチャル物流展」の特徴

業種別分析業種別分析

役職別分析役職別分析職種別分析職種別分析

※本展出展者は「バーチャル物流展」の基本サービスの利用にあたって別途
料金は発生しません(一部サービスは、有料でのご提供となります)。

会期前から会期後も利用できる「バーチャル物流展」では、距離や時間に捉われない商談機会もご提供します。会期前から会期後も利用できる「バーチャル物流展」では、距離や時間に捉われない商談機会もご提供します。

● 9月のリアル展示会終了後も、継続して業界関係者に情報
提供が可能！

● 国内外の業界関係者とのコンタクトを実現！
● 期間中は製品案内や動画を何度でもアップロード可能！
● 貴社ページの閲覧者や資料ダウンロード者の情報をご提供！

会議棟
東2ホール東2ホール

東3ホール東3ホール

東1ホール東1ホール

東5ホール東5ホール

東6ホール東6ホール

東4ホール東4ホール

東展示棟

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅

東7ホール東7ホール

東8ホール東8ホール

開催概要

開催のごあいさつ

会場構成
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東展示棟全ホールで開催!

出展対象

来場対象

● 運輸・倉庫
● 小売・卸売・商社
● 機械・精密機械
● 輸送用機器
● 電気・電子
● 医薬・化粧品
● 紙・パルプ
● 繊維・アパレル

● 情報・サービス
● 鉄鋼・金属
● 化学・エネルギー
● 建設・土木
● 通販
● 出版
● 食品
● 官庁・団体・学校

国内外の全産業にわたる経営層、ロジスティ
クス・物流、生産・技術、開発・設計、マーケ
ティング・調査、情報システム、営業・企画、購
買・仕入などの責任者・関係者および行政機
関・団体・学校等の関係者

経営者・役員
13.1%

部長・次長
18.0%

課長
19.1%

係長・主任
16.1%

社員・職員
24.6%

その他 5.8%
無回答 3.3%経営企画・社長室 7.8%
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物流・流通管理
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営業（物流事業者） 
7.5%
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総務・人事・経理 2.3%
マーケティング 2.3%
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エンジニアリング 2.5%

無回答 3.3%
その他 8.5%

製造業 39.0%
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物流業 23.6%

その他 18.5%

無回答 0.6%
その他非製造業 2.6%

官庁・地方自治体・公団・公社 0.7%
団体・研究機関 0.5%
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金融・保険 1.4%
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サービス 4.3%

その他の物流業 2.7%
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物流業（空運） 0.7%
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物流業（倉庫）
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食品 3.4%
パルプ・紙 1.5%
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医薬品 0.6%
アパレル製品 0.5%
鉄鋼 1.0%
非鉄金属 1.0%
輸送用機器 4.5%
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工作機器 0.7%

卸売業・
商社
13.5%
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　新型コロナウイルスの感染拡大により、全世界規模で社会環境
が激変しています。拡大と収束を繰り返すこのパンデミックは、い
まだ社会や経済活動に大きな影響を与えており、各国ではワクチ
ンや特効薬の開発に全力を挙げるとともに、新たな社会や生活の
あり方について模索が続けられています。
　また、2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、世界の流
れになっており、「人類と地球の持続的な繁栄」という高い視点か
ら生まれた17の目標実現に向け、我が国でも社会や経済活動の
変革が求められています。
　各企業においてもこのような変化に対応すべく、競争力の強化
や収益性の向上を目指すとともに、ESGやCSV（Creating 
Shared Value）視点の経営で社会の要請に応えていかなけれ
ばなりません。
そうしたなか、在庫の適正化、生産性の向上を実現し、顧客満足度
を高めるとともに環境負荷低減にも寄与する“物流・ロジスティク
スの高度化・効率化”は、企業の持続可能な発展を推進する戦略

として、その役割はますます重要なものとなっております。
　このような状況のもと、新たなビジネスを生み出す場、課題解決
の場として、アジア最大級の物流・ロジスティクスに関する展示会
「国際物流総合展2022 　LOGIS-TECH TOKYO 2022」を、
2022年9月13日(火)から16日(金)までの4日間、東京ビッグサイ
ト(東京国際展示場)において開催する運びとなりました。
　今回で15回目の開催となる本展示会では、「ロジスティクスの
New Standard」というテーマのもと、最新の物流システム機器
や情報システム、サービス等ハードとソフトが集結するとともに、
国内外の物流・ロジスティクス関係者が一堂に会し、活発な技術
交流、ビジネス交流が行われ、様々な経営上の課題解決や業務改
革の方策を得ることができる場となると確信いたしております。
　本展を山積する課題の解決を推進する展示会と位置付け、産
業界をあげて持続可能な発展に向けた歩みを進めるべく、関係各
位の積極的なご出展・ご参加を賜りますようお願い申しあげます。

※国際物流総合展2022 実行委員会 委員一覧は本展HPに掲載しております

国際物流総合展 ２０２２
実行委員会 委員長

株式会社 ダイフク 取締役 常務執行役員
イントラロジスティクス事業部門

事業部門長

本展過去最大規模！

本展過去最大規模！
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業界のリーディングカンパニーを会員に持つ、専門7団体が合同主催
する展示会で、業界での知名度は圧倒的です！
また、業界のトレンドを捉えた「特別企画」や「フォーラム」、出展者によ
る「プレゼンテーションセミナー」など、来場者にとって魅力ある企画
を併催することで、圧巻の動員力を誇ります！

ご出展のメリット

1

―なぜ、「国際物流総合展」が選ばれるか？－―なぜ、「国際物流総合展」が選ばれるか？－
アジア最大級の展示規模を誇る物流専門展示会！アジア最大級の展示規模を誇る物流専門展示会！

業界初参入の企業からリーディングカンパニーまで、幅広い出展者が、様々な製品・ソリューションの情報発信を行うため、様々な
業種・職種・役職の来場者に出会うことができます。出展者相互の商談も活発で、ご出展いただくこと自体が、業界内での認知度や
企業価値の向上につながり、業界参入後間もない企業にとっても、その成長に繋がる発見や出会いが見込めます！

2 「総合展」ならではの幅広い出展製品分野・来場者層　「総合展」ならではの幅広い出展製品分野・来場者層　

メリット

メリット

メリット

3 リアル展示会＋バーチャル展示会の“ハイブリッド展示会”！リアル展示会＋バーチャル展示会の“ハイブリッド展示会”！

物流施設開発・投資

企業誘致、空港港湾利用促進

包装機械

安全・衛生関連製品　作業改善 /環境改善　清掃・メンテナンス機器
その他

自家発電装置
感染症対策

地盤改良

2022年 9月13日（火）～16日（金） 
10:00～17:00

500社／2,600ブース
（「第13回 国際物流総合展2018」実績：
                                        479社・団体／2,435ブース）
80,000名
（「第13回 国際物流総合展2018」実績：74,520名）

東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～8ホール東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～8ホール
一般社団法人日本産業機械工業会　　　　　　　　
一般社団法人日本産業車両協会
一般社団法人日本パレット協会　　　　　　　　　　　
一般社団法人日本運搬車両機器協会
一般社団法人日本物流システム機器協会　
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
一般社団法人日本能率協会

関連41団体（予定）協 賛

テ ー マ

￥3,000 （※ただし、招待状・事前登録証持参者は無料）協 賛

内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し、
交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的とする。
内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に結集し、
交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的とする。

ロジスティクスのNew StandardロジスティクスのNew Standard
国際物流総合展2022 (第15回開催) Logis-Tech Tokyo 2022国際物流総合展2022 (第15回開催) Logis-Tech Tokyo 2022

*国際物流総合展2018（第13回） 実績

*国際物流総合展2018（第13回） 実績

「バーチャル物流展」の特徴

業種別分析業種別分析

役職別分析役職別分析職種別分析職種別分析

※本展出展者は「バーチャル物流展」の基本サービスの利用にあたって別途
料金は発生しません(一部サービスは、有料でのご提供となります)。

会期前から会期後も利用できる「バーチャル物流展」では、距離や時間に捉われない商談機会もご提供します。会期前から会期後も利用できる「バーチャル物流展」では、距離や時間に捉われない商談機会もご提供します。

● 9月のリアル展示会終了後も、継続して業界関係者に情報
提供が可能！

● 国内外の業界関係者とのコンタクトを実現！
● 期間中は製品案内や動画を何度でもアップロード可能！
● 貴社ページの閲覧者や資料ダウンロード者の情報をご提供！
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東2ホール東2ホール
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東展示棟

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
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● 貴社ページの閲覧者や資料ダウンロード者の情報をご提供！

会議棟
東2ホール東2ホール

東3ホール東3ホール

東1ホール東1ホール

東5ホール東5ホール

東6ホール東6ホール

東4ホール東4ホール

東展示棟

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅

東7ホール東7ホール

東8ホール東8ホール

開催概要

開催のごあいさつ

会場構成
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東展示棟全ホールで開催!

出展対象

来場対象

● 運輸・倉庫
● 小売・卸売・商社
● 機械・精密機械
● 輸送用機器
● 電気・電子
● 医薬・化粧品
● 紙・パルプ
● 繊維・アパレル

● 情報・サービス
● 鉄鋼・金属
● 化学・エネルギー
● 建設・土木
● 通販
● 出版
● 食品
● 官庁・団体・学校

国内外の全産業にわたる経営層、ロジスティ
クス・物流、生産・技術、開発・設計、マーケ
ティング・調査、情報システム、営業・企画、購
買・仕入などの責任者・関係者および行政機
関・団体・学校等の関係者

経営者・役員
13.1%

部長・次長
18.0%

課長
19.1%

係長・主任
16.1%

社員・職員
24.6%

その他 5.8%
無回答 3.3%経営企画・社長室 7.8%

ロジスティクス 
7.8%

物流・流通管理
14.8%

営業（物流事業者） 
7.5%

営業
（製造業・販売業）

16.8%
購買・資材 2.5%
包装設計 0.4%

包装研究・開発 0.4%
環境・CSR 0.5%

生産・設計・開発 8.3%

技術・研究 4.5%

企画 4.6%

情報システム 4.5%

総務・人事・経理 2.3%
マーケティング 2.3%
広報・宣伝 0.7%

エンジニアリング 2.5%

無回答 3.3%
その他 8.5%

製造業 39.0%

流通業 18.3%

物流業 23.6%

その他 18.5%

無回答 0.6%
その他非製造業 2.6%

官庁・地方自治体・公団・公社 0.7%
団体・研究機関 0.5%

大学 0.4%
建設 2.4%

水産・農林・鉱業 0.1%
情報・通信 5.0%
不動産 0.9%

金融・保険 1.4%
電力・ガス 0.2%
サービス 4.3%

その他の物流業 2.7%

物流業（物流子会社） 3.4%

物流業（空運） 0.7%
物流業（海運） 1.0%
物流業（鉄道） 0.3%

物流業（トラック輸送） 6.8%

物流業（倉庫）
8.7%

食品 3.4%
パルプ・紙 1.5%
化学 2.8%
医薬品 0.6%
アパレル製品 0.5%
鉄鋼 1.0%
非鉄金属 1.0%
輸送用機器 4.5%
精密機器 3.3%

電気機器 5.9%

その他製造業
9.5%

小売業 3.9%

物流用機器 4.0%

電池・発電機 0.3%
工作機器 0.7%

卸売業・
商社
13.5%

通販業 0.9%

　新型コロナウイルスの感染拡大により、全世界規模で社会環境
が激変しています。拡大と収束を繰り返すこのパンデミックは、い
まだ社会や経済活動に大きな影響を与えており、各国ではワクチ
ンや特効薬の開発に全力を挙げるとともに、新たな社会や生活の
あり方について模索が続けられています。
　また、2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、世界の流
れになっており、「人類と地球の持続的な繁栄」という高い視点か
ら生まれた17の目標実現に向け、我が国でも社会や経済活動の
変革が求められています。
　各企業においてもこのような変化に対応すべく、競争力の強化
や収益性の向上を目指すとともに、ESGやCSV（Creating 
Shared Value）視点の経営で社会の要請に応えていかなけれ
ばなりません。
そうしたなか、在庫の適正化、生産性の向上を実現し、顧客満足度
を高めるとともに環境負荷低減にも寄与する“物流・ロジスティク
スの高度化・効率化”は、企業の持続可能な発展を推進する戦略

として、その役割はますます重要なものとなっております。
　このような状況のもと、新たなビジネスを生み出す場、課題解決
の場として、アジア最大級の物流・ロジスティクスに関する展示会
「国際物流総合展2022 　LOGIS-TECH TOKYO 2022」を、
2022年9月13日(火)から16日(金)までの4日間、東京ビッグサイ
ト(東京国際展示場)において開催する運びとなりました。
　今回で15回目の開催となる本展示会では、「ロジスティクスの
New Standard」というテーマのもと、最新の物流システム機器
や情報システム、サービス等ハードとソフトが集結するとともに、
国内外の物流・ロジスティクス関係者が一堂に会し、活発な技術
交流、ビジネス交流が行われ、様々な経営上の課題解決や業務改
革の方策を得ることができる場となると確信いたしております。
　本展を山積する課題の解決を推進する展示会と位置付け、産
業界をあげて持続可能な発展に向けた歩みを進めるべく、関係各
位の積極的なご出展・ご参加を賜りますようお願い申しあげます。

※国際物流総合展2022 実行委員会 委員一覧は本展HPに掲載しております

国際物流総合展 ２０２２
実行委員会 委員長

株式会社 ダイフク 取締役 常務執行役員
イントラロジスティクス事業部門

事業部門長

本展過去最大規模！

本展過去最大規模！



□2018年9月開催：国際物流総合展2018（第13回）　送付　　　部
□2021年3月開催：国際物流総合展2021 in 愛知（第14回）　送付　　　部
□2021年10月開催：国際物流総合展2021 第2回 INNOVATION EXPO　送付　　　部

国際物流総合展2022 出展要網

出展のお申し込み・お問い合せ先 国際物流総合展事務局

国際物流総合展2022 出展要綱

出展料金（税込）
￥407,000
￥352,000
￥484,000
￥418,000

１ブース目
２ブース目以降
１ブース目
２ブース目以降

区 分

主催団体会員

会員外

基礎ブース 出展ブース料金

各出展者のブース位置は、展示分野・ブース数、出展申込日、水・ガス使用の有無、
床面（アンカーボルト埋め込み）工事の有無、出展製品等を勘案のうえ、会場ゾーニ
ング計画に添って事務局が決定します。発表は出展者説明会（2022年6月中旬開
催予定）にておこないます。

ブース位置の決定

利用料金(税込)

￥88,000

本展ホームページに掲載している出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ
事務局へご郵送ください。初めて出展お申し込みされる場合は、会社案内および出
展予定製品のカタログを事務局までご郵送ください。なお、出展内容が本展の趣旨
にそぐわない場合は、受付をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。

出展申込期限 2022年4月28日（木）
※ただし、予定ブース数になり次第、申込受付を締め切らせていただきます。

出展申し込み方法 ※本展ホームページをご確認ください

出展申込書にもとづき、事務局より請求書をお送りいたしますので、指定口座にお
振り込みください。振込手数料は自社にてご負担ください。

出展料金支払期限 2022年5月31日（火）
※期限内にお支払いの無い場合は出展を取り消させていただくこともありますので、あらかじめご
　了承ください。

出展料金支払方法／支払期限

（1ブース例） （1ブース：間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m）

プレゼンテーションセミナーのご案内

会期までの流れ

基礎ブースに含まれるもの
● 後壁・側壁
　（システムパネル仕様・白ビニール仕上げ）
● 電気工事費
　（100V／300Wまでの一次幹線工事費）

基礎ブースに含まれないもの（例）
● 社名板
● カーペット
● コンセント工事（電気二次配線工事）
● 電気使用料
● 水道・ガス工事など

幹線工事および二次側（ブース内）配管工事と水道・ガス使用料は、出展者の負担となります。
給排水・ガス設備

本指定権をお申込みいただきま
すと、コーナー（2面解放）ブース
をご用意いたします。なお、数に限
りがありますので受付が出来ない
場合もございます。

コーナー（2面解放）ブース指定権 数量限定

出展申込期限 ※1 出展料金支払期限 出展者説明会 ※2 各種申請書提出期限 ※3 搬出日会　期出展者搬入日
※1 締切日前でも予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。　※2 ブースレイアウトの発表や規定の説明を行います。
※3 ブース装飾や電気、水、実演などの申請を行っていただきます。申請書類は、出展者説明会で説明・配付いたします。

（2022年スケジュール）

システムパネル

開閉器
※床面カーペット無

側壁（袖パネル）

芯々2.97m

芯々2.97m

2.7m

2022年

28日（木）
2022年

13日（火）
16日（金）

2022年

11日（日）・
10日（土）・

12日（月）

2022年

16日（金）・
17日（土）

2022年

31日（火）
2022年

中旬
（予定）

2022年

中旬
（予定）

（～9：00）
（10：00～17：00）

（17：00～）

※主催団体会員は主催7団体の正会員および賛助会員とします。

出展申込後の取り消し・解約は原則としてできません。万一、申込者の都合により取
り消し・解約があった場合、下記キャンセル料をお支払いいただきます。

出展の取り消し

■一般社団法人 日本能率協会(JMA) 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   
E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076
E-mail:logis-tech@jma.or.jp

※出展ブース数の削減
をする場合にも、出展
申込の一部取り消し・
解約とみなし、左記
キャンセル料をお支払
いいただきます。

税抜出展料の50％

税抜出展料の100％

キャンセル料期　　限

出展者説明会開催日または
出展ブースレイアウト発表日翌日以降

各申込期限の翌日から下記該当日前日

□結果報告書の送付

※この連絡票をコピーし、メール（PDF添付）またはFAXにてご送付ください。
資料請求は本展ホームページ内「資料請求・お問い合せフォーム」でも承っております。

事務局
記入欄

※貴社宛に今後パンフレット・ニュースなどを正しくご案内申しあげたく、
　ご担当者・ご住所など変更がある場合は本用紙にてご連絡ください。ご協力ありがとうございました。

ご記入者（ご担当者）欄 （送付先の変更　　有　・　無　）

〒

会社名

所在地

部課名

役職名

XAFLET名氏

E-MAIL

本展示会に関するご意見・ご要望をお聞かせください。

貴社でお取扱いの主要製品について具体的にお聞かせください。

　国際物流総合展に関する必要な情報について
□説明員との打合せを希望

　国際物流総合展出展について
□出展予定　（　　　）ブース ※ブースの確保をお約束するものではございません。　
□出展検討中（　　　）ブース　
□出展しない（今後も資料送付を希望）
□出展しない（今後資料送付しなくてよい）

理由
理由

国際物流総合展事務局

＜個人情報のお取り扱いについて＞　公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）および、一般社団法人日本能率協会（JMA）では、個人情報の保護に努めております。詳細は両会の個人
情報保護方針(JILS:https://www1.logistics.or.jp/privacy.html  JMA:https://www.jma.or.jp/privacy/)をご覧ください。今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、両会が行う催しの各種案内のた
めに使用させていただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。

03-3434-8076FAX

logis-tech@jma.or.jpMAIL

本連絡票は出展申込書ではありません
出展検討連絡票

■一般社団法人 日本能率協会 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076　E-mail:logis-tech@jma.or.jp

h t t p s : / / w w w . l o g i s - t e c h - t o k y o . g r . j p / l t t /

9月 9月9月8月4月 5月 6月

壁

コーナー
（2面解放）ブース

指定権

※本オプションは1～2ブースの出
展者のみお申込みいただけます。

出展規定 第10条（展示会開催の変更及び中止）の変更について
（1） 主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催者の

責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、会場の移転、または展示会の開催
を中止する決定ができるものとします。

（2） 主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成
が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止する決定ができるものとします。

（3） （1）および（2）の場合、主催者は、これによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、
責任を負いません。

（4） 主催者が、（1）に基づき、展示会を早期閉会、開催延期、規模縮小または会場を移転する決定を
した場合であっても、出展者は出展ブース料及びオプション料（広告掲載料やプレゼンテーショ
ンセミナー追加発表料等、出展ブース料以外で、主催者と出展者間の直接契約から発生した費

用、以下出展ブース料と併せて「出展料」という。）の全額を支払うものとし、既に支払った出展料
について主催者は返金しないものとします。

（5） ①主催者が、（1）または（2）に基づき、展示会の開催を中止する決定（以下「中止決定」という。）
をした場合、同決定の時点で、当該展示会の出展料の全額を支払った出展者に限り、出展料（税
込）の70％を主催者より返金するものとします（返金日は追ってご連絡）。返金の際に生じる振
込手数料は主催者が負担いたします。
②主催者が中止決定をした時点で、出展者が当該展示会の出展料を支払っていなかった場合に
は、当該出展者は同展示会の出展料（税込）の30％を主催者に支払うこととします（振込手数料
は出展者の負担とします）。

NEW
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過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

https://www.logis-tech-tokyo.gr. jp/ltt/

｜ 2022年4月28日【木】申込期限
出展のご案内
但し、予定ブース数に達し次第受付終了！

2022年 9月13日（火）～16日（金） 10:00～17:00
東京ビッグサイト（東京国際展示場）  東1～8ホール

会  期

会  場

主  催 一般社団法人 日本産業機械工業会 一般社団法人 日本産業車両協会 一般社団法人 日本パレット協会
一般社団法人 日本運搬車両機器協会 一般社団法人 日本物流システム機器協会
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 一般社団法人 日本能率協会

本案内
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ロジスティクスの New Standardロジスティクスの New Standard
プレゼンテーションセミナー（以下、「セミナー」）は、出展者が来場者に対し、ブースでの
展示に加え、自社の新製品・技術・サービス等の情報をより明確にご発信いただくための
場です。出展効果を最大限にするために、是非ご活用ください。

※セミナーへの申込は、本展出展者に限ります。セミナーのみでの申し込みは受付できませんのでご了承く
ださい。

※セミナー発表者は、「お申込み出展者もしくは共同出展者」のみに限ります。
　他出展者名での発表、また発表社名の併記はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
※予定の枠数に達し次第、申込期限前であっても受付を締め切らせていただく場合がございます。なお２
セッション目以降については、申込期限後に空き枠があり次第のご案内となりますので、ご了承ください

※期限後に有料セッションの申込をキャンセルされる場合は、本展出展規定に基づくキャンセル料を申し
受けます。

※セミナーの内容は事務局にて収録させていただき、展示会会期後、「バーチャル物流展」においてアーカイ
ブ配信を予定しております。配信方法等詳細は、別途ご案内いたします。（収録・配信料は掛かりません。）

※会期前、会期中の自社セッションへの参加者募集ならびに当日運営は、出展企業が自社にて行うものと
します。
※その他セミナー申込に関する詳細は、申込方法ご案内メールにてお知らせいたします。

30分／1セッション　※セッションごとの完全入れ替え制
1セッションのみ無料、２セッション目以降有料（¥55,000（税込））
出展担当者宛てに、別途メールにてご案内いたします。
2022年1月11日（火）

利用時間
発表料
申込方法
申込開始 2022年4月28日（木）申込期限
発表料支払い期限 2022年5月31日（火）

概要
（予定）



□2018年9月開催：国際物流総合展2018（第13回）　送付　　　部
□2021年3月開催：国際物流総合展2021 in 愛知（第14回）　送付　　　部
□2021年10月開催：国際物流総合展2021 第2回 INNOVATION EXPO　送付　　　部

国際物流総合展2022 出展要網

出展のお申し込み・お問い合せ先 国際物流総合展事務局

国際物流総合展2022 出展要綱

出展料金（税込）
￥407,000
￥352,000
￥484,000
￥418,000

１ブース目
２ブース目以降
１ブース目
２ブース目以降

区 分

主催団体会員

会員外

基礎ブース 出展ブース料金

各出展者のブース位置は、展示分野・ブース数、出展申込日、水・ガス使用の有無、
床面（アンカーボルト埋め込み）工事の有無、出展製品等を勘案のうえ、会場ゾーニ
ング計画に添って事務局が決定します。発表は出展者説明会（2022年6月中旬開
催予定）にておこないます。

ブース位置の決定

利用料金(税込)

￥88,000

本展ホームページに掲載している出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ
事務局へご郵送ください。初めて出展お申し込みされる場合は、会社案内および出
展予定製品のカタログを事務局までご郵送ください。なお、出展内容が本展の趣旨
にそぐわない場合は、受付をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。

出展申込期限 2022年4月28日（木）
※ただし、予定ブース数になり次第、申込受付を締め切らせていただきます。

出展申し込み方法 ※本展ホームページをご確認ください

出展申込書にもとづき、事務局より請求書をお送りいたしますので、指定口座にお
振り込みください。振込手数料は自社にてご負担ください。

出展料金支払期限 2022年5月31日（火）
※期限内にお支払いの無い場合は出展を取り消させていただくこともありますので、あらかじめご
　了承ください。

出展料金支払方法／支払期限

（1ブース例） （1ブース：間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m）

プレゼンテーションセミナーのご案内

会期までの流れ

基礎ブースに含まれるもの
● 後壁・側壁
　（システムパネル仕様・白ビニール仕上げ）
● 電気工事費
　（100V／300Wまでの一次幹線工事費）

基礎ブースに含まれないもの（例）
● 社名板
● カーペット
● コンセント工事（電気二次配線工事）
● 電気使用料
● 水道・ガス工事など

幹線工事および二次側（ブース内）配管工事と水道・ガス使用料は、出展者の負担となります。
給排水・ガス設備

本指定権をお申込みいただきま
すと、コーナー（2面解放）ブース
をご用意いたします。なお、数に限
りがありますので受付が出来ない
場合もございます。

コーナー（2面解放）ブース指定権 数量限定

出展申込期限 ※1 出展料金支払期限 出展者説明会 ※2 各種申請書提出期限 ※3 搬出日会　期出展者搬入日
※1 締切日前でも予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。　※2 ブースレイアウトの発表や規定の説明を行います。
※3 ブース装飾や電気、水、実演などの申請を行っていただきます。申請書類は、出展者説明会で説明・配付いたします。

（2022年スケジュール）

システムパネル

開閉器
※床面カーペット無

側壁（袖パネル）

芯々2.97m

芯々2.97m

2.7m

2022年

28日（木）
2022年

13日（火）
16日（金）

2022年

11日（日）・
10日（土）・

12日（月）

2022年

16日（金）・
17日（土）

2022年

31日（火）
2022年

中旬
（予定）

2022年

中旬
（予定）

（～9：00）
（10：00～17：00）

（17：00～）

※主催団体会員は主催7団体の正会員および賛助会員とします。

出展申込後の取り消し・解約は原則としてできません。万一、申込者の都合により取
り消し・解約があった場合、下記キャンセル料をお支払いいただきます。

出展の取り消し

■一般社団法人 日本能率協会(JMA) 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   
E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076
E-mail:logis-tech@jma.or.jp

※出展ブース数の削減
をする場合にも、出展
申込の一部取り消し・
解約とみなし、左記
キャンセル料をお支払
いいただきます。

税抜出展料の50％

税抜出展料の100％

キャンセル料期　　限

出展者説明会開催日または
出展ブースレイアウト発表日翌日以降

各申込期限の翌日から下記該当日前日

□結果報告書の送付

※この連絡票をコピーし、メール（PDF添付）またはFAXにてご送付ください。
資料請求は本展ホームページ内「資料請求・お問い合せフォーム」でも承っております。

事務局
記入欄

※貴社宛に今後パンフレット・ニュースなどを正しくご案内申しあげたく、
　ご担当者・ご住所など変更がある場合は本用紙にてご連絡ください。ご協力ありがとうございました。

ご記入者（ご担当者）欄 （送付先の変更　　有　・　無　）

〒

会社名

所在地

部課名

役職名

XAFLET名氏

E-MAIL

本展示会に関するご意見・ご要望をお聞かせください。

貴社でお取扱いの主要製品について具体的にお聞かせください。

　国際物流総合展に関する必要な情報について
□説明員との打合せを希望

　国際物流総合展出展について
□出展予定　（　　　）ブース ※ブースの確保をお約束するものではございません。　
□出展検討中（　　　）ブース　
□出展しない（今後も資料送付を希望）
□出展しない（今後資料送付しなくてよい）

理由
理由

国際物流総合展事務局

＜個人情報のお取り扱いについて＞　公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）および、一般社団法人日本能率協会（JMA）では、個人情報の保護に努めております。詳細は両会の個人
情報保護方針(JILS:https://www1.logistics.or.jp/privacy.html  JMA:https://www.jma.or.jp/privacy/)をご覧ください。今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、両会が行う催しの各種案内のた
めに使用させていただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。

03-3434-8076FAX

logis-tech@jma.or.jpMAIL

本連絡票は出展申込書ではありません
出展検討連絡票

■一般社団法人 日本能率協会 産業振興センター■公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階　
TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190   E-mail:logis-tech@logistics.or.jp

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453　FAX:03-3434-8076　E-mail:logis-tech@jma.or.jp

h t t p s : / / w w w . l o g i s - t e c h - t o k y o . g r . j p / l t t /

9月 9月9月8月4月 5月 6月

壁

コーナー
（2面解放）ブース

指定権

※本オプションは1～2ブースの出
展者のみお申込みいただけます。

出展規定 第10条（展示会開催の変更及び中止）の変更について
（1） 主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催者の

責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、会場の移転、または展示会の開催
を中止する決定ができるものとします。

（2） 主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成
が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止する決定ができるものとします。

（3） （1）および（2）の場合、主催者は、これによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、
責任を負いません。

（4） 主催者が、（1）に基づき、展示会を早期閉会、開催延期、規模縮小または会場を移転する決定を
した場合であっても、出展者は出展ブース料及びオプション料（広告掲載料やプレゼンテーショ
ンセミナー追加発表料等、出展ブース料以外で、主催者と出展者間の直接契約から発生した費

用、以下出展ブース料と併せて「出展料」という。）の全額を支払うものとし、既に支払った出展料
について主催者は返金しないものとします。

（5） ①主催者が、（1）または（2）に基づき、展示会の開催を中止する決定（以下「中止決定」という。）
をした場合、同決定の時点で、当該展示会の出展料の全額を支払った出展者に限り、出展料（税
込）の70％を主催者より返金するものとします（返金日は追ってご連絡）。返金の際に生じる振
込手数料は主催者が負担いたします。
②主催者が中止決定をした時点で、出展者が当該展示会の出展料を支払っていなかった場合に
は、当該出展者は同展示会の出展料（税込）の30％を主催者に支払うこととします（振込手数料
は出展者の負担とします）。

NEW

15

過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

過去最大規模の展示会場に
最新物流機器・システム・情報が
一堂に集結！

https://www.logis-tech-tokyo.gr. jp/ltt/

｜ 2022年4月28日【木】申込期限
出展のご案内
但し、予定ブース数に達し次第受付終了！

2022年 9月13日（火）～16日（金） 10:00～17:00
東京ビッグサイト（東京国際展示場）  東1～8ホール

会  期

会  場

主  催 一般社団法人 日本産業機械工業会 一般社団法人 日本産業車両協会 一般社団法人 日本パレット協会
一般社団法人 日本運搬車両機器協会 一般社団法人 日本物流システム機器協会
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 一般社団法人 日本能率協会

本案内

15

ロジスティクスの New Standardロジスティクスの New Standard
プレゼンテーションセミナー（以下、「セミナー」）は、出展者が来場者に対し、ブースでの
展示に加え、自社の新製品・技術・サービス等の情報をより明確にご発信いただくための
場です。出展効果を最大限にするために、是非ご活用ください。

※セミナーへの申込は、本展出展者に限ります。セミナーのみでの申し込みは受付できませんのでご了承く
ださい。

※セミナー発表者は、「お申込み出展者もしくは共同出展者」のみに限ります。
　他出展者名での発表、また発表社名の併記はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
※予定の枠数に達し次第、申込期限前であっても受付を締め切らせていただく場合がございます。なお２
セッション目以降については、申込期限後に空き枠があり次第のご案内となりますので、ご了承ください

※期限後に有料セッションの申込をキャンセルされる場合は、本展出展規定に基づくキャンセル料を申し
受けます。

※セミナーの内容は事務局にて収録させていただき、展示会会期後、「バーチャル物流展」においてアーカイ
ブ配信を予定しております。配信方法等詳細は、別途ご案内いたします。（収録・配信料は掛かりません。）

※会期前、会期中の自社セッションへの参加者募集ならびに当日運営は、出展企業が自社にて行うものと
します。
※その他セミナー申込に関する詳細は、申込方法ご案内メールにてお知らせいたします。

30分／1セッション　※セッションごとの完全入れ替え制
1セッションのみ無料、２セッション目以降有料（¥55,000（税込））
出展担当者宛てに、別途メールにてご案内いたします。
2022年1月11日（火）

利用時間
発表料
申込方法
申込開始 2022年4月28日（木）申込期限
発表料支払い期限 2022年5月31日（火）

概要
（予定）


