
会期：令和4年1月27日(木)・28日(金) 
会場：Gメッセ群馬 展示ホールC

「救急資器材展2022 in TAKASAKI」 運営事務局

※申込受付期間は令和3年10月1日(金)〜12月10日（金）です。
※現段階ではリアル開催を予定していますが、

新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、完全WEB開催の可能性があります。

救急資器材展2022 in TAKASAKI
（第30回全国救急隊員シンポジウム 併設展示会）

出展のご案内
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展示会への出展、およびガイドブック広告掲載のご案内

謹啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

来る令和4年1月27日（木）、28日（金）に高崎市にて「救急資器材展2022 in TAKASAKI」
の開催を予定しております。本展示会は、毎年開催されております「全国救急隊員シンポジウ
ム」の併設展示会として、救急資器材等へのより一層の理解を深める一助として開催し、全国
より救急救命の現場で活躍する救急隊員・医療関係者など延べ約7,000名の来場を予定しており
ます。

この機会に皆様にぜひご出展いただき、多くの参加者への最新情報発信やプロモーションの
場となりましたら幸いです。また、来場者に配布するガイドブックを用意いたしますので、貴
社の広告の掲載も可能です。つきましては、添付の要項をご高覧賜り、ご検討いただきますよ
うお願い申し上げます。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

謹白

記

会 期：令和4年1月27日(木)・28日(金)

会 場：Gメッセ群馬 展示ホールC
(群馬県高崎市岩押町１２番２４号)
https://www.g-messe-gunma.jp/

予定小間数：屋内：約2m×2m・60小間 / 6m×6m・4小間（予定）

申込受付期間（予定）：令和4年10月1日(金)〜12月10日（金）

ホームページ：第30回全国救急隊員シンポジウム
https://30takasaki99sympo.com/

※今後の新型コロナウイルス感染状況により、開催形式の変更及び、
中止の可能性もございますのでご了承ください。

以上

「救急資器材展2022 in TAKASAKI」運営事務局
株式会社ヤマチコーポレーション イベント事業部アンカー

〒060-0001 札幌市中央区北１条西10丁目1-17
北一条山地ビルディング7F

TEL:011-281-7550 FAX:011-281-7554
担当：岩本・菊池・齋藤

運営時間：土日祝日を除く9：30〜17：00
E-MAIL: shikizai-99sympo@anker.jp

お問い合わせは下記URLの問い合わせ専用フォームよりご連絡ください。

URL：https://30takasaki99sympo.com/?page_id=1980

展示会への出展、およびガイドブック広告掲載のご案内
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会場レイアウト図

◾️小間の割り当てなどは、お申込み締切後、出展物の種類、形状、小間数を考慮して事務局にて
決定いたしますのでご一任願います。

※出展者説明会は実施いたしません。

約1,600㎡予定

【Gメッセ群馬 展示ホールC】
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【各出展要項について】

1.「救急資器材展2022 in TAKASAKI」資器材出展要項

救急資器材等の展示を行い、全国から集まる救急救命の現場で活躍する救急隊員・医療関係者などに対し、

貴社が取り扱う資器材のPRにご利用いただけます。

展示会ブースと併せて、WEB展示特設サイトで企業情報の掲載もセットになっております。

PRを行いたい資器材をお持ちの場合はこちらをお申込みください。

2.「救急資器材展2022 in TAKASAKI」車両出展要項

救急車両等、特殊車両等を取り扱われており、出展を希望される場合はこちらをお申込みください。

3.「救急資器材展2022 in TAKASAKI」書籍販売出展要項

救急医療等に関する書籍を取り扱われており、展示販売をご希望される場合はこちらをお申込みください。

(注)資器材出展、車両出展、書籍販売出展にご出展される企業様に関しては、『ガイドブック』に

A4モノクロ1/2頁枠の貴社案内が無料掲載されます。

（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）

【ガイドブック広告掲載について】

「救急資器材展2022 in TAKASAKI」ガイドブック有料広告掲載募集

「救急資器材展2022 in TAKASAKI」における『ガイドブック』に掲載する有料広告を募集します。

有料広告を掲載したい、出展せずに有料広告のみをご希望される場合はこちらをお申込みください。

出展要項について

申込書は10月1日より
救急資器材展2022 in TAKASAKIのホームページにUPいたします。
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・会 期：令和4年1月27日(木) 10:00～17:00 (予定)

令和4年1月28日(金) 9:00～12:00 (予定)
※WEB展示特設サイトは、令和4年1月27日(木) 10:00 ～ 2月3日（木）17:00（予定）

・会 場：Gメッセ群馬 展示ホールC (群馬県高崎市岩押町１２番２４号)

・搬 入：令和4年1月26日(水) 13：30～20：30 (予定)

・搬 出：令和4年1月28日(金) 13：00～16：00 (予定)
※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

・仕 様： P.7 ・8ページ参照
小間の割り当てなどは、申込締切後、出展物の種類、形状、小間数を
考慮して事務局にて決定いたしますのでご一任願います。
※出展者説明会は実施いたしません。

・出展料：1小間＋WEB展示特設サイトページ 税込¥330,000（税抜¥300,000）
※ WEB展示特設サイトのイメージは8ページをご参照ください。
※上記の出展料には「救急資器材展ガイドブック」A4モノクロ1/2頁の広告掲載も含む。

（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）
※30秒以内の企業PR動画をご支給いただければ第一会場の休憩時間に放映いたします。

・割●引：複数小間出展の場合は小間数に応じて割引がございます。
2～3小間：5%割引/4～5小間：10%割引/6～7小間：15%割引/8小間以上：20%割引

・予定小間数：屋内：約2m×2m・60小間
※小間数は会場レイアウト等により変動する場合がございます。
※土間（平面）のスペース渡しをご希望の場合はご相談ください。

・申込受付期間（予定）：令和3年10月1日(金)〜12月10日（金）

※申込方法等は別途お知らせいたします。

1.資器材出展要項

《出展料金のお支払いに関して（予定）》
・ご出展申込後にお申込み金としてお申込み月の月末までに出展料の20%を指定の口座に

お振込みいただきます。（月末25日以降にお申込みの場合は翌月扱い）
残金の80％は12/17までにご入金いただきます。

・お申込み金は「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」の
いずれの場合もご返金いたしませんのでご注意ください。

・ 12/17以降、 「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」に関わらず
ご返金はございませんのでご注意下さい。

《現地出展なし、WEB出展のみの場合》
・出展料：1社 税込¥88,000（税抜¥80,000）

※上記の出展料には「救急資器材展ガイドブック」A4モノクロ1/2頁の広告掲載も含む。
（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）

※30秒以内の企業PR動画をご支給いただければ第一会場の休憩時間に放映いたします。
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【基礎小間レイアウト図】 W1980×D1980×H2400 (約2m×2m、1小間のイメージ)

■運営事務局は小間数に応じて三方を囲む基礎パネルと社名板をご用意いたします。
■複数小間または土間(平面)渡しのご希望は出展申込書にご記入ください。
■電源工事・照明器具・備品等のお申込みにつきましては、「出展者マニュアル」にてご案内いたします。

1.資器材出展要項

■パラペット/システムパネル(白)
W1980×H300
穴あけ・くぎ打ち・両面テープ使用不可

■社名板
W900×H200
書体：ゴシック体 文字色：黒
出展申込書に記載の会社名を表示

■バックパネル/システムパネル(白)
W1980×H2400
穴あけ・くぎ打ち・両面テープ使用不可

■サイドパネル/システムパネル(白)
W1980×H2400
穴あけ・くぎ打ち・両面テープ使用不可

7



8

企業名検索

・探したい企業名で検索

業種検索

・業種カテゴリ別に検索

【株式会社〇〇〇〇】

職種：〇〇〇〇
所在地：〇〇〇〇
HP：http://xxxxxxxx
TEL：〇〇〇-〇〇〇
FAX：〇〇〇-〇〇〇

商品紹介C

商品紹介B

商品紹介A

▶

問い合わせはこちら

【 WEB展示特設サイト内の企業ページイメージ】

企業情報

資料ダウンロード

・企業ロゴ＆企業名
・企業概要
・HPのURL 等

・製品カタログ等掲載

商品紹介
・新商品の写真
・紹介文
・仕様

問合せボタン

動画
・ご支給の動画、
又は収録動画を掲載

商談申込みフォーム

商談申込みフォーム

・クリックすると商談申込み
フォームが開き必要事項を記入。

▶

【 WEB展示特設サイト ページイメージ】

※WEB展示特設サイトの出展情報の登録フォーマットは完成次第、ご案内申し上げます。

救急資器材展2022 WEB展示会

1.資器材出展要項
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メモ



2．車両出展要項

・会 期：令和4年1月27日(木) 10:00～17:00 (予定)

令和4年1月28日(金) 9:00～12:00 (予定)
※WEB展示特設サイトは、令和4年1月27日(木) 10:00 ～ 2月3日（木）17:00（予定）

・会 場：Gメッセ群馬 展示ホールC (群馬県高崎市岩押町１２番２４号)

・搬 入：令和4年1月26日(水) 13：30～20：30 (予定)

・搬 出：令和4年1月28日(金) 13：00～16：00 (予定)

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

・出展料：1小間＋WEB展示特設サイトページ 税込¥396,000（税抜¥360,000）
※ WEB展示特設サイトのイメージは8ページをご参照ください。
※上記の出展料には「救急資器材展ガイドブック」A4モノクロ1/2頁の広告掲載も含む。

（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）
※30秒以内の企業PR動画をご支給いただければ第一会場の休憩時間に放映いたします。

・予定小間数：屋内：約6m×6m・6小間

・申込受付期間（予定）：令和3年10月1日(金)〜12月10日（金）

※お申込み方法等は別途お知らせいたします。
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《出展料金のお支払いに関して（予定）》
・ご出展申込後にお申込み金としてお申込み月の月末までに出展料の20%を指定の口座に

お振込みいただきます。（月末25日以降にお申込みの場合は翌月扱い）
残金の80％は12/17までにご入金いただきます。

・お申込み金は「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」の
いずれの場合もご返金いたしませんのでご注意ください。

・ 12/17以降、 「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」に関わらず
ご返金はございませんのでご注意下さい。



【小間レイアウト図】 W6000×D6000

■土間 (平面)のスペース渡しとなります。複数小間のご希望は出展申込書にご記入ください。

■W450×H450＋サインスタンド、書体ゴシック、黒文字の社名板をご用意いたします。

■テーブル・社名版が不要の場合は、出展申込書にご記入ください。

■電源工事・照明器具・備品等のお申し込みにつきましては、「出展者マニュアル」にて
ご案内いたします。

2．車両出展要項

■長方形テーブル/白クロス付き
W1800×D900×H700
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3．書籍出展要項

・会 期：令和4年1月27日(木) 10:00～17:00 (予定)

令和4年1月28日(金) 9:00～12:00 (予定)

・会 場：Gメッセ群馬 展示ホール (群馬県高崎市岩押町１２番２４号)

・搬 入：令和4年1月26日(水) 13：30～20：30 (予定)

・搬 出：令和4年1月28日(金) 13：00～16：00 (予定)

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

・仕 様：「P.13 会場レイアウト図」参照
小間の割り当てなどは、申込締切後、出展物の種類、形状、小間数を
考慮して事務局にて決定いたしますのでご一任願います。
※出展者説明会は実施いたしません。
※完全WEB開催の場合は書籍出展はございません。

・出展料：1小間 税込¥60,500（税抜¥55,000）
※上記の出展料には「救急資器材展ガイドブック」A4モノクロ1/2頁の広告掲載も含む。
（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）

・予定小間数（予定）：屋内：3小間

・申込受付期間（予定）：令和3年10月1日(金)〜12月10日（金）

※申込方法等は別途お知らせいたします。
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《出展料金のお支払いに関して（予定）》
・ご出展申込後にお申込み金としてお申込み月の月末までに出展料の20%を指定の口座に

お振込みいただきます。（月末25日以降にお申込みの場合は翌月扱い）
残金の80％は12/17までにご入金いただきます。

・お申込み金は「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」の
いずれの場合もご返金いたしませんのでご注意ください。

・ 12/17以降、 「主催者都合による展示会の中止」、「出展社都合によるキャンセル」に関わらず
ご返金はございませんのでご注意下さい。



【会場レイアウト図】 W1800×D900×H700

■複数小間ご希望の場合は出展申込書にご記入ください。

■W450×H450＋サインスタンド、書体ゴシック、黒文字の社名板をご用意いたします。

■テーブル・社名版が不要の場合は、出展申込書にご記入ください。

■電源工事・照明器具・備品等のお申込みにつきましては、「出展者マニュアル」にて
ご案内いたします。

3．書籍出展要項

■長方形テーブル/白クロス付き
W1800×D900×H700
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救急資器材展2022 in TAKASAKIではご来場者に無料配布する「ガイドブック」（モノクロ版）を製作いたし
ます。

下記の内容の原稿をご用意いただき、ご提出ください。
提出先や締め切りについては、「出展マニュアル」またはメールにてご案内いたします。
（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）

【出展者全社対象 (掲載無料)】

１．会社情報

２．出展製品情報：290文字以内／文章、箇条書き等自由書式

３．ブースの見どころ：290文字以内／文章、箇条書き等自由書式

４．写真スペース：１～4点の写真またはイラストなど

【掲載イメージ】

ガイドブック掲載(無料) 原稿送付のお願い
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「救急資器材展2022 in TAKASAKI」における「ガイドブック」に掲載する広告を募集します。
内容は原則として自由であり、写真等の掲載も可能です。但し、A4モノクロとなります。
（完全WEB開催の場合の広告掲載方法は調整の上、別途ご案内いたします。）

・有料広告スペース： 1ページ タテ257mm×ヨコ175mm （A4判）

【広告掲載料】

表４(裏表紙) １ページ／モノクロ 税込¥110,000

表３(裏表紙の裏) １ページ／モノクロ 税込¥77,000

表２(表紙の裏) １ページ／モノクロ 税込¥88,000

表２対向(表紙の裏の対向ページ) １ページ／モノクロ 税込¥71,500

表３対向(裏表紙の裏の対向ページ) １ページ／モノクロ 税込¥66,000

前付(本文の前半の広告ページ) １ページ／モノクロ 税込¥55,000

後付(本文の後半の広告ページ) １ページ／モノクロ 税込¥55,000

※表４、表３、表２は前年度掲載社を優先させていただきます。

・申込受付期間（予定）：令和3年10月1日(金)〜12月10日（金）

※お申込み方法等は別途お知らせいたします。

ガイドブック広告掲載(有料) 募集要項
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