令和3年度 草津商工会議所

展示会出展支援プログラム

春 2022

出展者募集

feelNIPPON春2022とは
日本商工会議所による地域力活用新事業創出支援事業の一環として、㈱ビジネスガイド社主催の「第93回
東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022と同時開催の ｢第31回グルメ＆ダイニングスタイルショー春
2022」に、商工会議所の共同展示商談会「feelNIPPON春2022」を出展し、各地商工会議所で開発された特産
品などの販路開拓支援を目的として開催する共同展示商談会です。
その合同小間に、自社で開発した特産品や観光商品等の出展を希望する事業者を募集いたします。
なお、この展示商談会は商談型見本市であり、物産展ではありませんので、商品の販売はできません。

募集
期間

2021年11月1日(月)
～11月12日(金)15:00
出展料
開催
日時

会場

2022年2月8日（火）
～2月10日（木）
10：00～18：00
（最終日は17：00）

募集
人数

東京ビッグサイト(東展示棟）
東京都江東区有明3-11-1

出展
条件

無料
(電気使用料のみ実費負担あります。）

応募者数に応じて決定
（日本商工会議所の審査があり、
出展できない場合もあります。）

・自社開発商品であること
・いかなる場合でも参加する意向が
あること。（コロナの影響等で主催者
が中止を決定した場合を除く。）

事業所名

業種

住所

TEL

詳細は、令和3年度草津商工会議所 展示会出展支援プログラム参加募集要項（feel NIPPON 春 2022）に掲載しています。
草津商工会議所へお問い合わせください。
お問い合わせ

草津商工会議所 中小企業相談所
〒525-0032 草津市大路2丁目1-35 キラリエ草津3F TEL077-564-5201
http://www.kstcci.or.jp/

令和 3 年度

草津商工会議所展示会出展支援プログラム

feel NIPPON 春 2022 出展募集要項
草津商工会議所では、小規模事業者における自社商品等の全国に向けての販路開拓・拡
大を支援するため、
「feel NIPPON 春 2022」出展希望者を下記により募集します。
１.開催概要
会

期：2022 年 2 月 8 日(火)～2 月 10 日(木)10:00～18:00
（最終日 17:00 まで）

会

場：東京ビッグサイト
（〒135-0063 東京都江東区有明３－１１－１）

概

要：｢第 93 回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2022」および「第 31 回
グルメ＆ダイニングショー春 2022」に日本商工会議所が共同展示商談会
「feel NIPPON 春 2022」を出展します。日本各地の商工会議所の会員小規模事
業者を対象として、販路開拓支援を目的としています。
その合同小間に、草津商工会議所のブースとして、自社で開発した特産品や
観光商品等の出展を希望する事業者を募集いたします。
なお、この展示商談会は商談型見本市であり、物産展ではありませんので、
商品の販売はできません。

会 場 構 成：地域や出展品の内容に応じて区分したゾーニング内に、１商工会議所あたり１
小間。
（出展希望者数によっては、１小間に複数事業者出展の場合があります。）
主

催：株式会社ビジネスガイド社

２.スケジュール
募 集 期 間：2021 年 11 月 1 日(月)～2021 年 11 月 12 日(金）15：00

３.応募者の資格
応募者は、次の各号のすべてに該当する者とします。
(1)自社オリジナル商品(製品)を製造または販売している※小規模事業者(申込日現在)であるこ
と。
(2)全国に向けての販路拡大に熱心であること。
(3)feel NIPPON 春 2022 開催期間中、商談担当者が出展ブースに常駐できること。
(4)feel NIPPON 春 2022 出展後、その効果等について本所の求めに応じて適宜報告でき、
財務諸表等の提出ができること。
(5)別紙誓約書記載事項のいずれにも該当しないものであること。
(6)応募者多数の場合は、これまでに、草津商工会議所展示会出展プログラムに参加されたこと
のない事業者を優先いたします。
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(7) 日本商工会議所への参加希望数が多い場合は、地域バランス等を勘案され、出展が認めら
れない場合もあります。
※小規模事業者とは
小規模事業者［商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５
年法律第５１号）第２条を準用］
卸売業・小売業

常時使用する従業員の数

５人以下

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数

５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 ２０人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 ２０人以下

４.出品する商品(製品)
出品する商品(製品)は、次の各号のすべてに該当するものとします。
(1)３項に定める応募者が、自社商品（製品）として製造または販売するものであること。
(2)許可・認可が必要なものについては、その基準を満たしていること。
(3)取引及び販路の拡大を推進しようとする商品（製品）であること。
(4)出品物の関連法規等を遵守している商品（製品）であること。

５．出展規模
(1)小間サイズ （W4.0×D3.0×H2.7(ｍ)）
※出展者が占有できる小間寸法は、主催者が統一施行する基礎小間となります。
※出展者の小間位置は、日本商工会議所にて決定されます。
※応募状況によっては変更する可能性があります。
(2)会期中の各出展者の出展物等の管理は出展者各自でお願い致します。

６．費用負担等について
(1)日本商工会議所が負担するもの
①出展料 ②基礎電気幹線工事費 ③基礎（パッケージ）小間設営費
④基本什器・備品費 ⑤コーナー全体装飾費 ⑥基本電気使用料（1,000Ｗまで）
(2)出展者が負担するもの
①宿泊・交通費 ②基礎小間設営および基本什器・備品以外の手配・装飾に係る経費
③超過電気使用料および、係る分電盤工事費
④自社小間内の水道工事費および水道使用料
⑤送料・運搬費 ⑥その他各出展者の個別要因に基づき発生する費用
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７.支援プログラム申込及び参加者の決定
別紙申込書および誓約書に必要事項をご記入の上、草津商工会議所中小企業相談所へお申込
みください。
申込締切日は 2021 年 11 月 12 日（金）15：00 です。
締切日を過ぎたお申込みは受付できませんのでご注意ください。
締切日終了後、出展者を決定します。
なお、申込み多数の場合は草津商工会議所展示会出展支援プログラムに参加されたことのな
い事業者を優先します。

８．問い合わせ先
草津商工会議所 中小企業相談所
担 当:佐々木
T E L:077-564-5201
Ｆ Ａ Ｘ:077-569-5692
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令和３年度草津商工会議所

展示会出展支援プログラム

草津商工会議所展示会出展支援プログラム
feel NIPPON 春 2022 出展申込書
申込日 令和 ３年

㊞

事業所名
ふりがな

㊞

代表者名
資本金

月

日

業種

役職
円

従業員数

人

〒
所在地

Tel

Fax

担当者名

ふりがな

部署・役職

URL

E-mail

出展予定
商品名

商品の概要
PR ポイント

草津商工会議所 中小企業相談所
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〒525-0032 草津市大路 2 丁目 1-35 キラリエ草津 3F
Tel：077-564-5201 Fax：077-569-5692

誓

約

書

私（弊社）は、草津商工会議所展示会出展支援プログラムの申込みにあたり、下記の事項
について誓約します。

記
１

自己または自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当しません。
(1)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以
下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
(2)暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を
もって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的も
しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用す
るなどしている者

２

１の(2)から(6)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者ではありません。

令和

草津商工会議所

御中

住

所

会社名または屋号
（ふりがな）
代表者氏名

３年

月

日

