出展規定（日本語抜粋版）
名称

drupa 2021
no. 1 for printing technologies
国際印刷・メディア産業展

主催

Messe Düsseldorf GmbH
P.O.Box 101006
D-40001 Düsseldorf, Germany

TEL.: +49-211-4560-01
FAX: +49-211-4560-668
https://www.messe-duesseldorf.com/

後援

bvdm – ドイツ印刷・メディア工業会
DFTA – ドイツフレキソ印刷工業会
VDMA – ドイツ機械工業連盟 印刷・製紙機械工業会 VdL – ドイツ塗料・印刷インキ工業会
VDP – ドイツ製紙工業会
WPV – ドイツ紙加工協会
※各団体の日本語名は翻訳（＝正式名称は原文）

会場

デュッセルドルフ見本市会場 1～17 号館＋屋外展示スペース

会期

2021 年 4 月 20 日（火）～28 日（水）
10 時～18 時（土・日は 17 時まで）
搬入 2021 年 4 月 6 日（火）～19 日（月）
・・・最終日は 22 時まで
撤去 2021 年 4 月 29 日（木）～5 月 5 日（水） ・・・最終日は 16 時まで

出展対象製品 プリプレス、各種印刷機械（オフセット・フレキソ・グラビア・デジタル・インクジェット・
スクリーン・シール・ラベルなど）
、データ処理・ソフトウエア、プリメディア・マルチチャ
ネル、ポストプレス、製本・加工・仕上機械、包装印刷、コンバーティング、プリンテッド
エレクトロニクス、ナノ技術、3D プリンティング、各種紙・段ボール・フイルム、包装資
材、インキ、塗料、化学品・添加剤、接着剤、周辺機器、測定・検査技術
ほか
※詳細は Product Categories （英語）をご覧下さい
出展料金

出展最小面積 = 20 ㎡（※1）
20 ㎡～50 ㎡
51 ㎡～100 ㎡
101 ㎡～500 ㎡
501 ㎡～
屋外展示（outdoor）

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

385.-/㎡
370.-/㎡
355.-/㎡
340.-/㎡
210.-/㎡

※出展料金の算出方法 = 80 ㎡の場合
EUR 385 X 50 ㎡
＋ EUR 370 X 30 ㎡
= EUR 30,350.-

上記料金はスペースのみ / ブース装飾費用は一切含まれておりません
共同出展費
メディア費（※2）
出展者証（※3、※4）
AUMA 費（※5）

EUR 2,500.-/1 社
EUR 550.EUR
63.86/追加 1 枚
EUR
0.60/㎡

※1 小間の調整によっては、20 ㎡よりも小さい場合がございます
※2 drupa 公式ウェブサイト・出展者カタログなどに、貴社データが掲出されます
※3 出展料金に含まれる≪出展者証≫は、ご出展面積が 20 ㎡までのお客さまは 3 枚、以降 20 ㎡増
ごとに 1 枚追加（上限 100 枚）されます
※4 出展者証は、
『ライン・ルール
（VRR）
＋ライン・ジーク
（VRS）
地方公共交通機関無料往復券 = VRR+VRS
チケット』の機能を有します
※5 ドイツ見本市協会（= AUMA）に対する寄付金です
※6 全ての料金は、独付加価値税別です
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サービス費

電気料金、追加出展者証など、会期中にご利用になられるであろうサービスに充当するため、
『サービス費』として EUR 40.-/㎡（独付加価値税別途）を申し受けます。本費用は、メッセ終
了後に発行される、最終のご請求書において相殺されます。

お支払い

小間位置・形状決定後、ご出展スペースに対するご請求書が、出展許可証・小間位置図など
とともに、あるいは追って送付されます。金額をご確認のうえ、すみやかにお支払ください
ますよう、お願い致します。ご送金先は、デュッセルドルフ見本市会社（Messe Düsseldorf
GmbH）で、銀行口座情報は出展規定 B-3（Conditions of Participation / General Section –
Terms of payment）に記載がございます。

出展申込

drupa 2021 公式ウェブサイトから、
『前回出展者』
・
『新規出展者』別にお申し込みいただけ
ます。お手続きにつきご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせ（メッセ名は drupa
2021 を選択）ください。

お申込期限

2018 年 10 月 31 日（水） 期限後のお申し込みは、キャンセル待ちとなる可能性がございます

共同出展

共同出展お申し込みは、主出展者から提供されるオンライン登録ページにて、お手続きをお
願い致します（料金は共同出展費を参照）。出展者証は、共同出展登録 1 社につき 2 枚、無料で
提供されます。なお、運営側の許可なしに、主出展者の小間の一部または全てを、第三者に
譲渡することは認められておりません。

出展取り止め ≪お申し込み後～小間位置・形状決定≫の間は、出展の取り止め（キャンセル）が可能です
が、キャンセル料として EUR 1,800.- を申し受けます。
基本的に認められませんが、小間位置・形状決定後のキャンセルや小間縮小をご希望の場合、
出展料金全額と会場修復に関わる費用が、出展者に対し請求されます。しかし、キャンセル
した小間を、運営者が他社に貸与できた場合は、出展料金の 25%（最少額は上記キャンセル料
金 = EUR 1,800.-、共同出展者の場合は EUR 2,500.- の全額）相当を、キャンセルした出展者が負担
することとなります。

以上は、重要な項目につき抜粋し、便宜的に日本語で要約したものです。つきましては、drupa 2021 出展
規定（Conditions of Participation）全文を必ずご熟読くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点ご相談などございましたら、弊社、あるいはMesse Düsseldorf GmbH（デュッセルドルフ見本市
会社）へご連絡下さい。

Messe Düsseldorf GmbH
P.O.Box 101006
D-40001 Düsseldorf, Germany
TEL.: +49-211-4560-01
FAX: +49-211-4560-668
https://www.drupa.com/

株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
担当： 橋木 雅弘
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1
ニューオータニ ガーデンコート 7F
TEL.: 03-5210-9951
FAX: 03-5210-9959
https://drupa.messe-dus.co.jp/
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