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実績ある展示会、価値ある出展 

 

H.C.R.は、日本初の福祉機器の国際展示会であり、世界でも欧米に次ぐアジア最大規模の福祉機

器の展示会に発展しました。第 1回目となる 1974 年から、本年 2022 年で 49回目を数え、記念すべ

き 50 回を目前にしています。 

とりわけ昨今では、超少子高齢・人口減少社会を迎えるにあたり、ICT機器やセンサー、介護を補

助するロボット等の活用による、高齢者、障害のある人々の自立や社会参加の支援、また、介護現場

を支える職員の負担軽減の観点から、福祉機器へのニーズや期待が一層高まり続けています。さら

に、コロナ禍における感染症予防対策の必要性も相まって、福祉機器は、今後ますます普及と開発

がすすんでいくものと考えられます。 

四半世紀以上におよぶ国際展示会としての実績と成果の積み重ねをもとに、すべての人々が SDG

ｓの理念のもとづく社会の中で豊かに生活できるよう、ますます充実した展示会をめざして、多く

の方々に役立つ福祉機器や福祉リハビリ関連の最新情報の提供と関係者の交流促進に寄与してまい

ります。 

 

今、H.C.R.が選ばれる理由① 

製品や会社の認知度が向上 
～7割以上の出展社が新規顧客を獲得！～ 

「見て」「触って」「たしかめる」リアルな体験により、製品機能を多数・多様な来場者

に実感いただけます。購入・導入の決定権者や福祉専門職にも直接 PRでき、今後の販売の

ヒントが得られるので、以降の商談にも結びつけられる絶好の機会です！ 

さらに、過年度の H.C.R.では、会期中 200社を超えるマスコミ取材があり、福祉・介護

分野のみならず社会全体へ関連情報を広げることができます。 

 

 今、H.C.R.が選ばれる理由② 

ユーザーとの接点が近い 

～7割以上の出展社が来場者のフィードバックに満足！～ 
アジア最大規模を誇る H.C.R.の来場者は、国内外から 3日間で例年 10 万人近く。 

メーカーや販売関係者、福祉施設等サービス提供職員、OT、PT、ケアマネジャーとともに、

福祉機器ユーザーやそのご家族、一般の方など、様々な立場の方々が来場され、改善につな

がる提案や情報共有など、直接交流できる機会です！ 

 

今、H.C.R.が選ばれる理由③ 

他社との情報交換が有意義 
～福祉機器関係企業・団体 500 社が一堂に集結！～ 

多くの関連他企業との交流の機会となり、新たな企業活動を創造するチャンスです！他企

業との情報交換により、新製品の研究や開発などの新たな発見や展開につなぐことができる

とともに、「共同で製品開発をすすめることのできる企業に巡り会えた」という出展社から

の声も寄せられています。 
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第 48回国際福祉機器展 H.C.R.2021（リアル展） 

          

  

 

 

 

 

 

 

2021 年は、東京オリンピック・パラリンピック開催により、会場を青海展示棟に移し、規模を例年

よりも縮小し、かつコロナ禍の開催での制約のなか、173 の企業・団体にご出展いただき、39,647 人

のご来場者にお越しいただきました。福祉事業者、福祉機器情報を取得したい一般の方や福祉機器ユ

ーザー、福祉機器関連ビジネスや行政、開発研究機関等の幅広い分野の方々がご来場されました。 

 

 

 

   

 

  

 

 

（上記を目的としていた出展社のうち、「十分達成できた」「多少達成できた」と回答した出展社の割合） 

出展社アンケートでは、製品や自社の PR や新製品の発表を目的とした出展で、おおむね 8 割以上

の高い達成度を得たと評価いただきました。 

また、商談や新規顧客の獲得についても 7割以上の達成度を得ており、H.C.R.での出展が、その後

の販売等につながる可能性があることも、高く評価いただいております。 

 

国際福祉機器展 Web2021（Web 展） 

初のハイブリッド開催となった2021年は、

204 の企業・団体に、オンライン上でご出展

いただき、956,912 ページビューを得ました。 

 

出展社からは、長期間展示、情報提供がで

きる（リアル展を挟む約 2か月間）こと、商

談につながりやすい機能の実装や、来訪者ロ

グが取得できること等、Web 展ならではの広

報機能に対して、高い評価をいただきました。     （Web展に対する評価のうち、「とても良かった」「良かった」と回答した出展社の割合） 

39,647 人 

開催実績 
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１．開催概要 
 
展示会名  リアル展 第 49回国際福祉機器展 H.C.R.2022 

Web展 国際福祉機器展 Web2022 

主催  全国社会福祉協議会、保健福祉広報協会 

後援(予定)  厚生労働省、経済産業省、総務省、国土交通省、東京都、海外

参加国大使館 

協賛(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHK厚生文化事業団、読売光と愛の事業団、毎日新聞東京社会

事業団、産経新聞厚生文化事業団、日本経済新聞社、東京新

聞、東京新聞社会事業団、朝日新聞厚生文化事業団、福祉新聞

社、日本赤十字社、福祉医療機構、鉄道弘済会、東京都社会福

祉協議会、全国心身障害児福祉財団、長寿社会開発センター、

シルバーサービス振興会、テクノエイド協会、日本理学療法

士協会、日本作業療法士協会、日本アビリティーズ協会、日本

障害者リハビリテーション協会、日本リハビリテーション医

学会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、みずほ教育福祉

財団、キリン福祉財団、清水基金、みずほ福祉助成財団、丸紅

基金、三菱財団、SOMPO 福祉財団、中小企業基盤整備機構（順

不同） 

会期 

  

リアル展 

 

2022年 10月 5日(水) ～ 7日(金) 

10:00～17:00（7日(金)のみ 16:00まで） 

Web展 2022年 9月 5日（月）10:00 ～ 11月 7日（月）17:00 

会場 リアル展 

 

東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示ホール 1～8 

（〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1／66,140 ㎡） 

Web展 H.C.R.Webサイト内特設サイト 

入場料  無料(入場事前登録制) 

出展社(見込)  500社（Web展のみの出展社を含む） 

来場者(見込) 

 

 

  

 

 

 

 

 

リアル展：10万人、Web展：100万 PV 

福祉施設職員、ケアマネジャー、ホームヘルパー、福祉団体・

ボランティア関係者、医師、看護師、PT、OT、リハビリに携わ

る方、保育士、栄養士、建築・設計関係者、製造業、販売業、

行政、福祉・介護・医療・工学系学生、エンドユーザー、一般 

展示対象   

 

高齢者、障害者（児）の日常生活の自立促進や社会参加のため

の福祉機器、リハビリテーション機器や介護機器・用品 

出展申込 

  

リアル展 

 

2022年 2月 15日（火）13:00～3月 31日（木）17:00 

※予定小間数に達し次第、締切とさせていただきます。 

Web展 2022年 2月 15日（火）13:00～5月 31日（火）17:00 
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２．出展主体・展示対象 
 

出展主体 

下記 1～3 のすべてを満たすと主催者が認めた法人が、本展示会へ出展を申し込むことが

できます。 

 

1. 次のいずれかに該当する法人 

① 福祉機器の製造または販売を行う法人 

② 福祉機器のレンタル関連事業を行う法人 

③ 福祉サービスの業務用ソフトウェアの製作または販売を行う法人 

④ ①～③の法人を支援する公共団体または公益法人 

⑤ 福祉機器関連の団体または研究機関 

⑥ 福祉・介護・リハビリ関連情報の出版または提供を行う法人 

 

2. 特許侵害やその他の係争により第三者に対して損害を与えることがない法人 

 

3. 福祉施設・在宅福祉サービスをはじめ、展示対象外の製品等に関する、あらゆる宣伝、

勧誘等の営業活動を行わない法人 

 

✓ 広告代理店等の第三者による申込はお受けできません。 

✓ 1．の④、⑤に該当する法人を除き、展示予定製品の発売予定日が会期から 1年を超

えるもの、あるいは未定のもののみでの出展はできません。 

 

 

展示対象 

下記の製品カテゴリーに分類される、高齢者、障害者（児）の日常生活の自立促進と社会

参加のための福祉機器、リハビリテーション機器や介護機器・用品に限り出展を認めます。 

 

Ａ． 移動機器、移動補助製品 

手動車いす、電動車いす、電動三輪・四輪車、自転車、介助車、歩行器・歩行補助車、杖、ス

トレッチャー等移動器具、移乗補助機器、床走行リフト、固定式・据置式リフト、介助・歩行

補助ロボット 

 

Ｂ． 福祉車両・関連機器 
車いす等用福祉車両、障害者用自動車運転装置、入浴用特殊車両、福祉施設等業務用自動車・

エコカー 

 

Ｃ． ベッド用品 
ベッド、マットレス、床ずれ防止製品、サイドテーブル、介護用シーツ 
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Ｄ． 入浴用品 

浴槽、入浴用チェア、滑り止め用品、浴槽台、入浴用リフト 

 

Ｅ． トイレ・おむつ用品 

ポータブルトイレ、便器、便座、防臭剤、消毒剤、おむつ関連用品、自動排泄処理装置 

 

Ｆ． 衣類、着脱衣補助用品 
衣類、靴、帽子、保護帽、かつら、着脱衣補助具 

 

Ｇ． コミュニケーション・見守り機器 

補聴器、福祉電話、FAX、携帯会話補助器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、視覚障害者用誘

導システム、緊急通報・見守り装置、障害者用 OA 機器・ソフトウェア・操作補助具、障害者

用 AV 機器、コミュニケーション関連ロボット 

 

Ｈ． 建築・住宅設備 
スロープ、手すり、エレベーター、段差解消機、階段昇降機 

 

Ｉ． リハビリ・介護予防機器 
歩行等訓練機器、リハビリ用教材・機器、筋力トレーニング機器、身体機能訓練機器、口腔ケ

ア用品、フレイル介護予防関連機器 

 

Ｊ． 義肢、装具 

 

Ｋ． 日常生活支援用品 

自助具、障害者用スポーツ・レクリエーション用品、その他介護関連用品 

 

Ｌ． 介護等食品、調理器具 
食事用具、食器、キッチン、調理器、高齢者・障害者向け食品 

 

Ｍ． 福祉施設環境設備・用品 

福祉施設建築、福祉施設用床材・壁材、自然エネルギー・省エネ・省コスト技術機器、再資源・

水浄化処理機器、洗濯機、乾燥機、掃除機、脱臭機、いす、座位保持・立ち上がり補助用品、

テーブル、家具、洗面台、火災報知設備、自動消火設備、防災・避難用品、自家発電・蓄電装

置、介護職員用衣類 

 

Ｎ． 感染症等予防用品 
空気清浄機、加湿器、消毒器、感染症等予防用品 

 

Ｏ． 在宅・福祉施設サービス経営情報システム 
福祉事業関係コンピュータシステム 

 

Ｐ． 出版、福祉機器情報 
福祉・介護・リハビリ・保健関係書籍・教材、情報誌、新聞、放送通信、福祉機器関連 Web サ

イト 
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展示できない製品 ※申込前に必ずご確認ください 

以下に該当する場合は、展示できません。また、該当しない場合でも、事務局による来場

者等の第三者からの視点を想定した確認により、展示をお断りすることがあります。 

 

◆ 一般的な健康維持・増進を目的とした製品、一般に『福祉用具／機器』とみなされない

製品、また、それらを連想させる表現を謳うもの 
例）マッサージ器、リラクゼーション機器、健康ふとん、ツボ押し器、磁気ネックレス、健康

食品、浄水器、ウォーターサーバー、健康サポーター、美容機器・用品、体調改善用品（血行、

血圧、冷え性、疼痛、保湿等）、各種アレルギー対応商品〔ホルムアルデヒド、シックハウス

症候群対応等〕、リハビリを主目的としない遊具、生活習慣病対策用品、岩盤浴、足湯、等 

 

◆ 「癒し、治癒等を目的とした製品」等、主催者がその製品の効果の有無を判断できない

もの、また、それらを連想させる表現を謳う製品 
例）人形・ぬいぐるみ、アニマルセラピー関連、回想療法関連、音楽療法関連、園芸療法関連、

光セラピー、アロマセラピー、ストレス解消商品等 

 

◆ 「一般的なレクリエーション用品」等、高齢者・障害者（児）向けの特別な仕様になっ

ていないもの 
例）スポーツ・レクリエーション用品、栽培・養殖・製作用キット等 

 

◆ 「一般的な日常の消耗品類」等、高齢者・障害者（児）や福祉施設での使用を主目的と

しないもの 
例）シャンプー、リンス、石鹸、ハンドソープ、スキンクリーム、入浴剤、ヘアブラシ、洗濯

用洗剤、除菌ウェットタオル、事務用品等 

 

◆ 「サービス」に該当し、製品そのものを展示し、来場者がみて、さわって、その場で品

質を確認することができないもの 
例）福祉関連サービス(老人ホーム、デイサービス、グループホーム、ホームヘルプサービス、

移送サービス、食事・食品宅配サービス、介護タクシー、マッサージ、福祉施設等設計サービ

ス）、職員人材育成及び求人等に関するサービス、その他のサービス(通信販売及びその付随

サービス、旅行サービス、年金運用等金融商品／生命・損害保険／資産コンサルタント、事業

所運営あるいは事業企画デザイン等のコンサルティング、フランチャイズシステム、システ

ムサポートサービス、機器を利用しない高齢者等見守りサービス等）、サービス事業者自体に

関する情報 

 

◆ 製品安全検査に関する機関・団体（国民生活センター等）等による安全性への指摘があ

り、指摘事項の解消等が確認できない製品 

 

◆ 医療行為等に用いられる機器であって、福祉従事者による使用が認められないもの 
例）薬剤、使用に特別な資格が必要な機器（赤外線治療、電位・電子治療、磁気治療、指圧、

整体代用治療、鍼灸）等 

 

◆ 消防法上の危険物に該当する消毒用アルコール等（管轄の消防署より出展の許可が下り

ないもの） 
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３．出展方法、出展料 
 

出展方法、出展料、出展料に含まれるもの・含まれないもの 

出展方法は、東京ビッグサイト東展示ホールに出展するリアル出展(Web 展への出展込み)

と、H.C.R.Webサイトに開設する Webページにのみ出展する Web出展のみの 2通りです。 

 

（1）リアル出展(Web展への出展込み) 

小間の種類 基礎小間 独立小間 

小間の仕様 ・ 間口 3m×奥行 3m×高さ 2.7m 

(内寸 2.93m×2.93m×2.7m) 

・ 出展料に含まれる小間備品を

主催者が設置 

・ 装飾物の高さ：3.6mまで 

※ 壁高 2.7mを超える場合は、

四辺の小間境界線より 1.0m 以

上セットバック（内側に入れて

設置）すること 

・ 間口 3m×奥行 3m のスペース渡

し 

・ 四辺開放 

※ 会場躯体沿いの辺が通路に

面しない場合があります 

・ 装飾物の高さ：6.0mまで 

 

小間の上限 

 

・ 列形状：7小間以下 

・ 半島形状：4、6、8、10、12 小

間の偶数単位 補足 1 

6 小間以上、1 辺 6m（2 小間分）以

上かつ 3m単位、奥行上限 12m（4小

間分） 補足 1 

出展料(税込) 385,000 円／1小間 352,000円／1小間 

出展料に含ま

れるもの 

・ 小間出展スペース 

・ 小間備品  補足 2 

・ 広報資材(ポスター、リーフレ

ット)規定数 

・ Web 展出展料  補足 3 

・ 小間出展スペース 

・ 広報資材(ポスター、リーフレ

ット)規定数 

・ Web展出展料  補足 3 

出展料に含ま

れないもの 

・ 電力供給工事料、電気備品設置・配線工事料、電気使用料 

・ 給排水設備料、水道使用料 

・ 備品レンタル料 

・ 通信回線（臨時電話・インターネット回線）架設料・使用料 

・ 主催者が設置する小間備品を除く備品、装飾、設営、運営費用 

・ 損害補償等の保険料及び展示物に関する保険料、展示物の輸送等にか

かる保険料 

・ 消防署の指導、規制等による煙感知器等の設置に係る費用 

・ 支払いに係る振込手数料 

・ その他、出展料に含まれない費用 
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（2）Web出展のみ 

仕様 補足 3 ・ 出展社ページ（1社につき 1ページ） 

・ 製品紹介ページ（1製品 1ページ／１社につき最大 32製品まで） 

・ 管理者ページ 

出展料(税込) 220,000 円 

出展料に含ま

れるもの 

・ Web 展出展ページ 補足 3 

・ 広報資材(ポスター、リーフレット)規定数 

出展料に含ま

れないもの 

・ リアル展への出展スペース 

・ 支払いに係る振込手数料 

・ その他、出展料に含まれない費用 

 

 

補足 1 小間の形状 

 

【基礎小間】 

◼ 列形状：小間を 1列に並べる形状。最大 7小間。8小間以上や L字での配置は不可。 

なお、通路に面した辺は解放（パネルは設置しません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 半島形状：単独・合同出展に関わらず合計 4 小間以上 12小間以下で、かつ偶数小間の 

形状（4、6、8、10、12小間 ／ 3小間×4小間は不可）。 

残り一辺（他社隣接面／下図太線）には主催者が横 6m×高さ 2.7m のシステ

ム基礎パネルを設置。 
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【独立小間】 

四方が通路かつ更地渡しとなる小間で、6小間以上の形状。 

1辺の長さは、6m以上で 3m単位、奥行きは 12m までの設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 2 出展料に含まれる小間備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ システム基礎パネル(バック、袖)、パラペット、社名板、小間番号札、LEDライト 2灯分とその

電気代 

※ システム基礎パネルは白色で、両袖とも前面から 1m分は設置しません。 

※ 床カーペットはありません。 
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補足 3 Web出展により利用できる機能 

画像は 2021 時のもの 

① 出展社ページ（1社につき 1ページ） 

≪掲載情報≫ 

⚫ 出展ゾーン 

⚫ 小間番号 

⚫ 出展社名 

⚫ 出展社 PR 

⚫ 出展社紹介文 

⚫ 出展社 PR動画または出展社 PR画像 

⚫ 出展社ロゴ 

⚫ 製品紹介（→②へリンク） 

⚫ 出展社情報（住所、TEL、FAX、会社 URL） 

≪機能≫ 

⚫ 商談予約リンク 

※商談予約フォームは出展社自身にてご準備いた

だきます。 

⚫ 資料ダウンロード 

⚫ 問い合わせフォーム 

 

 

画像は 2021 時のもの 

② 製品紹介ページ 

（1製品 1ページ/１社につき最大 32製品まで） 

≪掲載情報≫ 

⚫ 出展社名 

⚫ 製品カテゴリー 

⚫ 製品名 

⚫ 製品画像・動画（複数点） 

⚫ 機能分類 

⚫ 製品 PR 

⚫ 製品説明 

⚫ 価格 

⚫ 製品仕様 

⚫ 出展社情報（住所、TEL、FAX、会社 URL） 

≪機能≫ 

⚫ 製品紹介サイト URL リンク 

⚫ 問い合わせフォーム 
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③ 上記①と②の編集や来訪者ログを管理できる出展社自身の管理者ページ 

• 管理者ページでは、①と②にかかる情報更新、新規登録、削除、プレビューが可能

です。 

• 情報更新等の作業は、一部メンテナンス期間を除き、7 月 1 日（金）から会期終了

（11月 7日(月)）までご利用いただける予定です。 

• また、来訪者ログは、①、②へアクセスした方の、「氏名、会社名、団体名、年代、

職業、メールアドレス、都道府県」が取得でき（予定）、CSVにて会期中はいつでも

ダウンロードが可能です。 

 

※ Webデザインは現在作成中です。 

※ 掲載情報や機能が変更・追加となる場合があります。 

※ 和英ともにページを作成しますので、一部英語情報を入力いただきます。 
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合同出展（「Web 出展のみ」の出展方法では、不可） 

2社以上の企業・団体が各々の小間を 1か所にまとめ、出展スペースを共有することを「合

同出展」といいます。 

 

◼ 出展申込 

• 1社につき 1小間以上のスペースが必要です（1小間を複数の企業・団体で共有する

ことはできません）。 

• 合同出展する企業・団体のうち、その後の連絡窓口を担う 1 社（代表出展社）が代

表してお手続きください。請求先を分ける場合は、詳細を申込フォームに記載して

ください。 

• 代表出展社が、または合同相手先企業に「新規出展の企業・団体」「最終出展年が 2018

年以前の企業・団体」が含まれる場合は、P.15のステップ 1の適否確認が必要とな

ります。 

 

◼ 連絡体制 

• 出展決定以降すべての連絡は、申込を行った代表出展社にのみお送りします。合同

相手先企業等への情報伝達をお願いします。 

 

◼ 合同相手先の出展社賠償責任保険への加入について 

• すべての出展社は、出展社に責任が生じる事故・事件に対応した賠償責任保険に必

ず加入いただきます。 

• 合同相手先が、出展の申込みとあわせて、主催者が用意する出展社賠償責任保険（1

社につき 1,000円）への加入をあわせて申込まれる際には、P.15 のステップ 2の申

込後、別紙 3 の「出展社賠償責任保険加入依頼票」に必要事項をご記入のうえ、事

務局までメール添付にてお送りください。 

 

◼ その他 

• 主催者が作成する印刷物等では、出展社名は、下図のように五十音順、アルファベ

ット順で並べて表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

• リアル出展に含まれる Web出展にあたっては、P.10～11 補足 3 に記載したすべての

機能を、合同で出展するすべての企業が利用できます。 
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パビリオン出展 

自治体ならびに公益団体（以下、公益団体等）が、合同出展ではなく「自社展示にて会員

企業や支援先企業等（以下、会員企業等）の展示を受け入れる」ことを「パビリオン出展」

といいます。 

 

◼ パビリオン出展の条件 

（1） 出展申込団体が、P.4に記載の 1 ④に該当する団体であること 

（2） 会員企業等が、P.4～5に記載の「展示対象」に該当する製品等を展示する予定で

あること 

（3） 会員企業等が自ら出展申込を行っていないこと 

※ すでに単独または合同での出展手続きが確定している会員企業等は、公益団体等の小間

内で展示することはできません。 

※ パビリオン出展の小間へ誘致するために出展キャンセル等を働きかけることは厳に慎ん

でください。 

※ 複数の公益団体等でパビリオン出展することはできません。 

 

◼ 出展申込 

• 公益団体等が代表して出展申込を行ってください。 

• 小間数に制限はありません。 

• 公益団体等は、会員企業等の受け入れを確定する前に、会員企業等の展示予定製品

が展示対象かどうか、事務局による可否確認を済ませてください（各製品の概要が

わかるパンフレット等を送付ください）。 

 

◼ 会員企業等の企業・団体名の表示について 

• 公益団体等が自社展示で受け入れた会員企業等は、自ら出展申込を行っていないた

め、「出展社」ではありません。 

• したがって、運用上、小間内装飾において当該出展社以外の社名表示ができないた

め、小間出展における社名板や出展社一覧等、主催者が制作する広報物・展示物に

は、原則掲載されません。 

• 表示にかかる規制を解除する特例手続きや表示方法の詳細については、「出展マニュ

アル」（6月下旬ごろ）にて、有料オプションとしてご案内予定です（適用はパビリ

オン出展に限る）。 

 

◼ （リアル出展を予定する団体のみ）出展社賠償責任保険への加入について 

• 展示を受け入れる会員企業等であっても、すべての出展社は、出展社に責任が生じ

る事故・事件に対応した賠償責任保険に必ず加入いただきます。 

• 主催者が用意する出展社賠償責任保険（1 社につき 1,000 円）への加入をあわせて

申込まれる際には、P.15のステップ 2の申込後、別紙 3の「出展社賠償責任保険加

入依頼票」に必要事項をご記入のうえ、保険に加入される会員企業等の「企業・団
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体名」、「所在地」、「担当者氏名」がわかる一覧（様式不問）を添えて、事務局まで

メールにてお送りください。 

• なお、出展申込時に、保険に加入される会員企業等が確定していない場合は、確定

次第ご連絡ください（遅くとも 7月末まで）。 

 

◼ 「Web出展のみ」でパビリオン出展する場合 

• P.10～11 補足 3 における利用できる機能は以下のとおりです。 

 公益団体等 会員企業等 

機能① 出展社ページ 利用できます 利用いただけません 

→公益団体等の「製品紹介

ページ」を活用 

機能② 製品紹介ページ 利用できます 

→会員企業等の「出展社ペー

ジ」と「製品紹介ページ」と

して利用可能 

利用いただけません 

→公益団体等の「製品紹介

ページ」を活用 

機能③ 管理者ページ 利用できます 利用いただけません 
 

• 会員企業等は出展社ではないため、「出展社ページ」や「製品紹介ページ」はご利用

いただけません。 

そのため、会員企業等が自社や製品を PR したい場合は、公益団体等の「製品紹介ペ

ージ」を活用し、会員企業等の会社案内や製品紹介のページとしてご活用ください

（下図参照）。 

• その場合、会員企業へは、管理者ページへのアクセス権限を付与いたしませんので、

会員企業の情報の編集は、公益団体等が行ってください。 

• リアル出展に含まれる Web出展にあたっても同様の取り扱いとします。 
 

例）公益団体 Aが会員企業 2社（B社と C社）とパビリオン出展した場合 

 

 
公益団体 A 

の出展社ページ 

公益団体 A 
の製品紹介ページを 

会員企業 B 社の 
会社・製品紹介 
として活用可能 

公益団体 A 

の製品紹介ページへ 

リンク 

公益団体 A 
の製品紹介ページを 

会員企業 C 社の 
会社・製品紹介 
として活用可能 

公益団体 A 

の製品紹介ページへ 

リンク 

※画像はイメージです 
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４．出展申込の方法等 
 

出展申込の方法 

下記フローにもとづきお申込ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hcr.or.jp/exhibit

-company 

 

info@hcrjapan.org 

https://hcr.smktg.jp/public?lang=ja 

 

https://hcr.or.jp/exhibit-company
https://hcr.or.jp/exhibit-company
mailto:info@hcrjapan.org
https://hcr.smktg.jp/public?lang=ja
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賠償責任保険への加入（リアル出展の場合） 

• すべての出展社は、出展社に責任が生じる事故・事件に対応した賠償責任保険に必ず加

入しなければなりません。 

• 主催者にて加入手続きを行う保険（別紙 2「「出展社賠償責任保険」のご案内」参照）に、

出展申込時に合わせてお申込いただく（※）か、すでにお取引のある保険会社が扱う、

この保険と「同種の補償を行う他の保険」等にご加入ください。 
 
※ 出展申込フォームにて「加入する」にチェックいただくことで加入申込完了となり

ます。特段書類等の提出は不要です。 
 

• なお、生産物賠償責任保険（PL保険）では補償されないことがありますので、保険加入

の際には、ご契約内容を十分ご確認ください。 

• 合同出展やパビリオン出展の場合は、P.12～14をご参照ください。 

 

 

ブランド名出展 

• 出展社名を企業・団体名だけでなく、ブランド名併記やブランド名のみとすることがで

きます。 

• ブランド名のみの場合、主催者が作成する装飾物、配布物、及び H.C.R.Web サイト上な

ど、すべての表記はブランド名のみとなり、企業・団体名は表示しません。 

 

 

出展料等の支払い 

• 出展決定通知書とあわせて出展料等の請求書を送付します。 

• 支払期限は、請求書発行月の翌月末です。決算等のやむを得ない事由により、支払期限

の調整が必要な場合には、請求書発行月中にメールにて事務局にご連絡ください。 

• 支払期限の調整に関するご連絡がなく、期限までに入金が確認できなかった場合は、出

展取消のうえ、請求額の 100% をキャンセル料として請求します。 

 

 

申込内容の変更 

• 申込内容の変更は、出展決定通知書の発行以降は原則としてできません。ただし、法

人の合併等やむを得ない事由による出展社名の変更等で、主催者が了承した場合はこ

の限りではありません。なお、出展社名等の公表や掲出する申込内容の場合、ご連絡

をいただいた時点の展示会準備の状況によっては、変更後の内容に差し替えができな

い場合があります。 
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出展キャンセル 

• 出展のキャンセル（出展申込の取消、小間数の減少変更）は、出展決定通知書の発行以

降は原則としてできません（ただし、主催者が了承した場合はこの限りではない）。出展

取消等の意思表示は、必ず電子メールや文書等の記録が残る形で事務局にご連絡くださ

い。 

• キャンセル料は、出展キャンセルの意思表示が事務局に到着した日から起算します。キ

ャンセル料の料率は、下表のとおりです。 

• 支払後にキャンセルされた場合には、キャンセル料と返金に係る振込手数料を除いた額

を出展社の指定する口座に返金します。 

 

出展キャンセルの意思表示到着日 キャンセル料 

出展決定通知書の発行日～ 2022年 6月 24 日（金） 出展料等請求額の 50% 

2022年 6月 25日（土）～ 9月 5日（月） 出展料等請求額の 75% 

2022年 9月 6日（火）以降 出展料等請求額の 100% 

 

• 展示会の中止（新型コロナウイルスにかかる事項を含む）にかかる取り扱いについては、

出展規程をご確認ください。
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５．出展に関する重要事項 
 

新型コロナウイルス感染予防対策 

• リアル展を開催するにあたっては、以下の感染予防対策を徹底してください。なお、主

催者では新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、別途ガイドラインの作成等を行う

予定です。 

 

【基本的な感染症対策】 

 

 

 

 

【ブースレイアウト・運営】 

 

 

 

 

【商談・製品説明】 

•  

•  

•  

•  

 

※試飲・試食は、東京都および東京ビッグサイトが示す指針等により、取り扱い

が変更となる場合があります。 

 

 

 

給排水・ガスの利用等 

• 会場の仕様による制約を鑑み、給排水設備やガスの利用を計画されている場合には、必

ず出展申込時にお申込ください。出展決定後の利用希望には応じられない場合がありま

す。 

• 試飲・試食を行う場合は、所轄保健所からの指導により、自社小間内に最低でも手洗い

所が必要になることがあります。試飲・試食を行う予定がある場合は、必ず給排水設備

をお申込のうえ、手洗い所の設置を想定した小間レイアウトをご計画ください。 
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小間配置における配慮 

• 小間配置にあたり、他の出展社との隣接や分離希望等、希望する配慮事項がある場合は、

出展申込フォームにてお知らせください。なお、小間配置は、会場の仕様による制約等

を勘案して決定する都合上、ご希望に応じられないことがあります。 

• 角小間等の配置場所の指定や、ご希望に沿えなかったことを理由にした小間の移動、出

展キャンセル等の交渉には一切応じません。 

 

 

日本への入国手続きに必要な書類の発行 

• 主催者では、日本への入国に必要なインビテーションレター等の書類は発行できません。 

また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展できなかったことによる

一切の損害について、主催者は出展社に対して何ら責任を負いません。 

 

 

第三者への連絡窓口の委任 

• 出展に係る連絡調整や書類の受取等を装飾会社等へ委任することができます。 

• 委任先が決まった時点で、出展社専用ページにログインのうえ「出展社・担当者情報」から

ご登録ください。登録後の連絡は委任先に切替えます。ただし、出展申込は、必ず出展する

企業・団体が行ってください。 

• 複数の委任先を設定することはできません。 

 

 

有料オプション 

• H.C.R.2022においても、展示会ならびに主催者のもつ広報資源を、出展社の皆様にさらに活

用いただくよう、オプションを準備いたします。 

• オプションの料金等詳細については、後日、出展マニュアルの公開（6月下旬ごろ）にあわ

せ、あらためてご案内いたします。 
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６．スケジュール（予定） 
 

2月 8日(火)13:00 出展規定、出展要項、申込方法等を公開 

2月 15日(火)13:00 出展申込開始（リアル展、Web展ともに） 

3月 31日(木)17:00 リアル展_申込締切 

4月中 リアル展_出展決定通知、出展料等請求書送付 

5月 31日(火)17:00 Web展_申込締切（「Web出展展のみ」に出展する場合） 

6月中 Web展_出展決定通知、出展料等請求書送付（「Web出展展

のみ」に出展する場合） 

6月 24日(金) リアル展_小間配置・出展社一覧・出展マニュアル公開 

Web展_出展社一覧・情報編集操作マニュアル公開 

7月 1日(金) 出展にあたっての説明動画配信（オンデマンド） 

Web展_情報編集開始 

8月 19日(金) Web展_情報編集一時締切 

9月 5日(月) Web展_開催（～11月 7日(月)17:00） 

一般来場者の事前登録開始 

10月 3日(月) リアル展_会場設営・搬入開始 

10月 5日(水) リアル展_開催（～10月 7日(金)16:00） 

10月 7日(金) リアル展_会期終了、即日搬出 
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---------------- お問い合わせ先 ---------------- 

H.C.R.事務局（一般財団法人 保健福祉広報協会） 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F 

TEL：03-3580-3052 FAX：03-5512-9798 

E-mail  domestic2022@hcrjapan.org 

https://hcr.or.jp/ 
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