
開催にあたって

　本年も11月4日(水)から6日(金)の3日間、東京ビッグサイト南展示棟を会場に、EVEX(EV・PHV普及活用

技術展)を開催いたします。2010年の本展示会の立ち上げ以来10年を閲し、電気自動車を取り巻くマー

ケットは全世界的な普及に向けて着実に拡大してまいりました。こうした中においてEVEXは、「モビリティの

電動化」時代の先端を行く情報発信地として、市場関係者からの根強い支持を受け、おかげさまで本年11回目の

開催となります。

　さて近年のEVEXの出展内容を顧みれば、新型EV・小型モビリティや充電インフラは言うに及ばず、新型

電池向けの材料、車載バッテリーの再利用、V2X/V2H、シミュレーションツール、知財情報など、時代の趨勢・

マーケットのニーズにかなった製品・サービスが並んでおります。まさに各社が、新たに市場へ投入する

お披露目の場として、EVEXを活用している証左と言えるでしょう。展示会場で交わされる商談も、熱のこもった

密度の濃いものであると聞き及んでおります。

　急速に進んでいく自動車の電動化・次世代モビリティの普及の流れの中で、新たに生み出されたモノ・コト、

例えばMaaS、EV・PHVの災害時の利活用、ワイヤレス給電・走行中給電技術などの提案が、EVEXにおいて

なされることを期待してやみません。

　ご関係各位におかれましては、本展EVEXの趣旨にご賛同いただき、新たなビジネス交流の場として存分に

ご活用いただきたく、お願い申し上げます。

EVEX実行委員会 委員長
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

前World Electric Vehicle Association（WEVA） 会長

堀  洋 一 

www.n-plus.biz/evex

出展のご案内

www.n-plus.biz/evex
お問い合わせ：EVEX（イーベックス）事務局

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2  大同生命霞が関ビル4F  アテックス(株)内

TEL: 03-3503-7621 FAX: 03-3503-7620    E-mail: office@n-plus.biz

1m

6m6m

2.7m

出展料金・申込方法

スケジュール

出展要項

￥1,540,000（税込）

集客力抜群のレイアウトが可能！スペース料金のみの特別価格
●展示スペース＝36㎡
  （間口6ｍ×奥行6ｍ・標準小間4小間相当）
＊自社のイメージに合わせて
   自由に追加装飾してください。

１）標準小間・スペース小間

１）出展小間料金に含まれるもの

１）申込方法
出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局に原本をご提出ください。

2）出展小間料金に含まれないもの

3）出展小間料金の支払い方法

5）申込の保留・取り消し

6）その他

２）小間位置の決定

支払期限：2020年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。
◆振込先：みずほ銀行　新橋支店
◆普通預金口座 ： 2941552　◆口座名義：EVEX（イーベックス）事務局

2）申込締切日

2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

EVEX（イーベックス）事務局
　〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2
   大同生命霞が関ビル4F  アテックス（株）内     TEL：03-3503－7621

 

書面による解約通知を受領した日

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

解約（キャンセル）料

出展小間料金（税込総額）の50％

出展小間料金（税込総額）の100％

2020年2月
出展募集開始

5月29日
出展申込締切

8月
出展者説明会（予定）

11月2日・3日（祝）
搬入日・小間装飾

11月4日～6日
開催日

小間規格について

出展小間料金について

申込方法について

スペース小間2

￥165,000（税込）

同時開催展と共催の主催者コーナーへの合同展示
●展示スペース＝車両1台分
＊備品等は含まれておりません。

実車・実機ソリューションゾーン3

EVEX主催者コーナーへのV2X設備、外部給電装置、充電器等の合同展示
●展示スペース＝4㎡（2m×2m）
＊パネル、備品等は含まれておりません。

V2X・外部給電・充電インフラゾーン4

標準小間
展示スペースのみ
●1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）

￥440,000（税込）／1小間

＊予算・自社のイメージに合わせて小間数を決定し、
　自由に追加装飾してください。
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・4輪・モックアップ
￥110,000（税込）
・3輪・2輪・スケールモデル

￥110,000（税込）

●標準1～3小間出展者
＊小間数にかかわらず、下記の料金です。
＊4小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため角小間指定は不要です。
＊状況により、申込を早期終了する場合がございます。
＊指定のない小間に関しては、小間数・申し込み順・展示内容等を考慮して配置します。

角小間指定

￥220,000（税込）

4）出展申込の解約（キャンセル）

出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、
出展者説明会にて発表いたします。

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、
事務局はその受付を保留または拒否することがあります。

事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

・出展者独自の自社小間の装飾、設営、運営費
・出展者が追加した自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
・自社出展機器などに対して付保した損害保険料
・展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
・法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・その他、出展小間料金に含まれない費用

・出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
・招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
・事務局による企画運営費および広告宣伝費
・公式WEBサイトおよび会場案内図への社名掲載

隣接する小間がある場合、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルは
事務局の負担で設置します。
※独立小間には、パネルを設置しません。
　角小間など隣接する小間のない場合、サイドパネルは設置しません。

各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき事務局が決定します。

出展申込者の都合により出展の取り消し、または変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。
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次世代モビリティ社会を実現する



開催にあたって

　本年も11月4日(水)から6日(金)の3日間、東京ビッグサイト南展示棟を会場に、EVEX(EV・PHV普及活用

技術展)を開催いたします。2010年の本展示会の立ち上げ以来10年を閲し、電気自動車を取り巻くマー

ケットは全世界的な普及に向けて着実に拡大してまいりました。こうした中においてEVEXは、「モビリティの

電動化」時代の先端を行く情報発信地として、市場関係者からの根強い支持を受け、おかげさまで本年11回目の

開催となります。

　さて近年のEVEXの出展内容を顧みれば、新型EV・小型モビリティや充電インフラは言うに及ばず、新型

電池向けの材料、車載バッテリーの再利用、V2X/V2H、シミュレーションツール、知財情報など、時代の趨勢・

マーケットのニーズにかなった製品・サービスが並んでおります。まさに各社が、新たに市場へ投入する

お披露目の場として、EVEXを活用している証左と言えるでしょう。展示会場で交わされる商談も、熱のこもった

密度の濃いものであると聞き及んでおります。

　急速に進んでいく自動車の電動化・次世代モビリティの普及の流れの中で、新たに生み出されたモノ・コト、

例えばMaaS、EV・PHVの災害時の利活用、ワイヤレス給電・走行中給電技術などの提案が、EVEXにおいて

なされることを期待してやみません。

　ご関係各位におかれましては、本展EVEXの趣旨にご賛同いただき、新たなビジネス交流の場として存分に

ご活用いただきたく、お願い申し上げます。

EVEX実行委員会 委員長
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

前World Electric Vehicle Association（WEVA） 会長

堀  洋 一 

www.n-plus.biz/evex

出展のご案内

www.n-plus.biz/evex
お問い合わせ：EVEX（イーベックス）事務局

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2  大同生命霞が関ビル4F  アテックス(株)内

TEL: 03-3503-7621 FAX: 03-3503-7620    E-mail: office@n-plus.biz
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出展料金・申込方法

スケジュール

出展要項

￥1,540,000（税込）

集客力抜群のレイアウトが可能！スペース料金のみの特別価格
●展示スペース＝36㎡
  （間口6ｍ×奥行6ｍ・標準小間4小間相当）
＊自社のイメージに合わせて
   自由に追加装飾してください。

１）標準小間・スペース小間

１）出展小間料金に含まれるもの

１）申込方法
出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局に原本をご提出ください。

2）出展小間料金に含まれないもの

3）出展小間料金の支払い方法

5）申込の保留・取り消し

6）その他

２）小間位置の決定

支払期限：2020年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。
◆振込先：みずほ銀行　新橋支店
◆普通預金口座 ： 2941552　◆口座名義：EVEX（イーベックス）事務局

2）申込締切日

2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

EVEX（イーベックス）事務局
　〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2
   大同生命霞が関ビル4F  アテックス（株）内     TEL：03-3503－7621

 

書面による解約通知を受領した日

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

解約（キャンセル）料

出展小間料金（税込総額）の50％

出展小間料金（税込総額）の100％

2020年2月
出展募集開始

5月29日
出展申込締切

8月
出展者説明会（予定）

11月2日・3日（祝）
搬入日・小間装飾

11月4日～6日
開催日

小間規格について

出展小間料金について

申込方法について

スペース小間2

￥165,000（税込）

同時開催展と共催の主催者コーナーへの合同展示
●展示スペース＝車両1台分
＊備品等は含まれておりません。

実車・実機ソリューションゾーン3

EVEX主催者コーナーへのV2X設備、外部給電装置、充電器等の合同展示
●展示スペース＝4㎡（2m×2m）
＊パネル、備品等は含まれておりません。

V2X・外部給電・充電インフラゾーン4

標準小間
展示スペースのみ
●1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）

￥440,000（税込）／1小間

＊予算・自社のイメージに合わせて小間数を決定し、
　自由に追加装飾してください。
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・4輪・モックアップ
￥110,000（税込）
・3輪・2輪・スケールモデル

￥110,000（税込）

●標準1～3小間出展者
＊小間数にかかわらず、下記の料金です。
＊4小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため角小間指定は不要です。
＊状況により、申込を早期終了する場合がございます。
＊指定のない小間に関しては、小間数・申し込み順・展示内容等を考慮して配置します。

角小間指定

￥220,000（税込）

4）出展申込の解約（キャンセル）

出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、
出展者説明会にて発表いたします。

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、
事務局はその受付を保留または拒否することがあります。

事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

・出展者独自の自社小間の装飾、設営、運営費
・出展者が追加した自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
・自社出展機器などに対して付保した損害保険料
・展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
・法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・その他、出展小間料金に含まれない費用

・出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
・招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
・事務局による企画運営費および広告宣伝費
・公式WEBサイトおよび会場案内図への社名掲載

隣接する小間がある場合、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルは
事務局の負担で設置します。
※独立小間には、パネルを設置しません。
　角小間など隣接する小間のない場合、サイドパネルは設置しません。

各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき事務局が決定します。

出展申込者の都合により出展の取り消し、または変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。
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次世代モビリティ社会を実現する



ポスト2020時代のものづくり＆モビリティ

新たな価値を
プラスする
素材・技術・機械の
展示会

新素材 電動化
試作技術

テクノロジートレンド

軽量化
次世代モビリティ

次世代ドローン
ダイナミックマップ

物流

位置情報
5G

IoT

省力化

　MaaS

　自動運転

　コネクテッド

New
Next

New Value

拡大するEVマーケットへ、普及・活用、技術を発信

開催概要
【名　　称】 EVEX（EV・PHV普及活用技術展）
【会　　期】 2020年11月4日（水）～6日（金）　10：00～17：00
【会　　場】 東京ビッグサイト　南4ホール
【主　　催】 EVEX実行委員会
【共　　催】 アテックス株式会社
【後　　援】 経済産業省、環境省、国土交通省、
 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）（順不同、 申請予定） 
【併催行事】 セミナー（業界動向・技術普及・活用策などの
 トピックスから実行委員会でテーマ ・ 講師を選定） 
【来場者数】 30,000名（予定·同時開催展含む）
【入 場  料】 2,000円（税込・招待券持参者、事前登録者は無料）
【同時開催】 エヌプラス(N+)／SATEX（衛星測位・位置情報展）／フライングカーテクノロジー

次世代電池

来場者について（前回実績）

前回来場者からのリクエスト（一部抜粋）

来場者数 来場者業種 来場者職種

岡谷鋼機 自動車部品室
「電気自動車用の駆動モーターに関わる材料、製品」
兼松 車両車載部品第二部
「EVおよびADAS関連技術」
佐鳥電機 新事業推進室
「CASEにおけるEVの成長性／車載から見たMaaSのポテンシャル」
シェフラージャパン 購買部
「電動化技術について各社のソリューション」
清水建設 設備計画・開発部
「EVに関する充放電システム」
新電元工業 電装事業本部PSI部 PSI課
「再生可能エネルギーを利用し、送配電網の安定のための充放電技術（V2X,V2B,V2H etc.）」

中部精機 新規事業推進室
「ブロックチェーンやアプリを使ったEV充電器」
TDK エナジーシステムズBG
「EVの急送充電とワイヤレス充電」
トヨタ自動車 国内サービス部
「バッテリーリフレッシュ、延命技術  充電時間短縮技術」
日産自動車 総合研究所  先端材料研究所
「バッテリーリサイクル」
日野自動車 デザイン部
「CASE、EV車の装備関係」
マーレジャパン 営業本部
「モーター、バッテリー、インバーターの技術トレンド・新技術／給電（充電）設備の技術」

日付

９/11（水） 曇り

９/12（木） 晴れ

９/13（金） 曇り

合　計

天気 エヌプラス／EVEX／SATEX

名

名

名

名

国・地方自治体・公共施設・
団体・大学　4.7%

15.1%

18.5%

建設（住宅・設備・土木
・測量等）

製造(自動車・
部品輸送用機器等）

24.0%

製造（その他）5.3% 19.6%
企画・調査

研究・開発

23.8%

9,114
9,583

10,378
29,075

出展対象

来場対象

■自動車
・完成車メーカー
・部品サプライヤー など

■電子部品
・車載機器
・電子機器
・精密機械
・通信機器 など

■情報通信・サービス
・通信
・情報サービス
・ソフトウェア開発
・Sler など

■交通インフラ・自治体 等
・バス／タクシー事業者
・レンタカー事業者
・駐車場
・道路
・国・地方自治体 など

EV・PHVの普及が進む中、次世代モビリティ社会を見据えた
車両・充電インフラの新たな活用方法も生まれています。
V2X、外部給電、車載電池の利活用といった
脚光を浴びているテーマのビジネスを提案します。

コネクティッドなモビリティ社会へ

2010年の初開催から数えて11回目を迎えるEVEX。
自動車業界にとどまらず、電子・精密機器、情報通信からインフラ、公的機関など
幅広い業種からの支持に応える、
「最新情報」「ここでしか得られない情報」を発信します。

EV・PHVの最新情報が集結

Point

1

Point

3

Point

2

製品の「軽量化・高強度化」や、「表面処理」「耐熱・放熱・断熱」などの
高機能化・高付加価値化を提案する「エヌプラス」、
自動運転に欠かせない位置情報技術・サービスを提案する「SATEX」、
初開催「フライングカーテクノロジー」（空飛ぶクルマの技術展）との同時開催により、
濃密なビジネス交流を実現します。

同時開催展によるビジネス交流

CASE・MaaS

●AI　
●テレマティクス　
●車載OS　
●通信モジュール　

●センサ　
●カメラ　
●車車間通信  など　

CASE・コネクティッドカー・IoT

●配車サービス／ライドヘイリング／乗り合いサービス
●カーシェアリング／電動スクーターシェアリング
●超小型・スロー・パーソナルモビリティ
●駐車場シェアリング  など

●LiDAR・3D-LiDAR　 ●ADAS　 ●カメラ、センサ、レーダー  など

自動運転技術

 普及・活用 

開発技術

●駆動システム
●モータ／インホイルモータ
●二次電池・次世代電池／電池材料

●キャパシタ・コンデンサ
●ITS
●材料・部品

●電磁波ノイズ対策、熱対策
●コネクタ・ハーネス
●コンポーネント・モジュール  など

システム・部品・周辺技術

●設計・開発・テスティングツール
●CAD、CAM、CAE

●データロガー・パワーセンサ
●ソフトウェア、シミュレータ

●各種評価・試験、検査、計測、
　解析機器、サービス  など

設計・開発・テスティング

●急速充電器
●普通充電器
●高出力充電器
●車載充電器／可搬充電器
●ワイヤレス給電／走行中給電
●蓄電池  など

外部給電・充電

●スマートグリッド
●V2X／V2H・H2V／
　V2G／V2L
●VPP
●レジリエンス・国土強靭化／
　災害時電源利活用
●卒FIT提案  など

V2X・エネルギー

実車展示

車載用電池リユース

MaaS

21.3%

製造（一般機械・器具等）2.5%

インフラ（交通・電気・ガス・
水道・エネルギー等）1.9%

2.0%

卸売・小売・商業施設

12.3%

情報通信・サービス
5.3%

製造（化学・繊維・鉄鋼・
金属・非鉄金属等）

営業・販売

製品設計　

5.4%

12.0%
製造・生産

経営者・役員

8.9%

製造（電気・電子・
精密機械器具・

部品等）



開催にあたって

　本年も11月4日(水)から6日(金)の3日間、東京ビッグサイト南展示棟を会場に、EVEX(EV・PHV普及活用

技術展)を開催いたします。2010年の本展示会の立ち上げ以来10年を閲し、電気自動車を取り巻くマー

ケットは全世界的な普及に向けて着実に拡大してまいりました。こうした中においてEVEXは、「モビリティの

電動化」時代の先端を行く情報発信地として、市場関係者からの根強い支持を受け、おかげさまで本年11回目の

開催となります。

　さて近年のEVEXの出展内容を顧みれば、新型EV・小型モビリティや充電インフラは言うに及ばず、新型

電池向けの材料、車載バッテリーの再利用、V2X/V2H、シミュレーションツール、知財情報など、時代の趨勢・

マーケットのニーズにかなった製品・サービスが並んでおります。まさに各社が、新たに市場へ投入する

お披露目の場として、EVEXを活用している証左と言えるでしょう。展示会場で交わされる商談も、熱のこもった

密度の濃いものであると聞き及んでおります。

　急速に進んでいく自動車の電動化・次世代モビリティの普及の流れの中で、新たに生み出されたモノ・コト、

例えばMaaS、EV・PHVの災害時の利活用、ワイヤレス給電・走行中給電技術などの提案が、EVEXにおいて

なされることを期待してやみません。

　ご関係各位におかれましては、本展EVEXの趣旨にご賛同いただき、新たなビジネス交流の場として存分に

ご活用いただきたく、お願い申し上げます。

EVEX実行委員会 委員長
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

前World Electric Vehicle Association（WEVA） 会長

堀  洋 一 

www.n-plus.biz/evex

出展のご案内

www.n-plus.biz/evex
お問い合わせ：EVEX（イーベックス）事務局

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2  大同生命霞が関ビル4F  アテックス(株)内

TEL: 03-3503-7621 FAX: 03-3503-7620    E-mail: office@n-plus.biz

1m

6m6m

2.7m

出展料金・申込方法

スケジュール

出展要項

￥1,540,000（税込）

集客力抜群のレイアウトが可能！スペース料金のみの特別価格
●展示スペース＝36㎡
  （間口6ｍ×奥行6ｍ・標準小間4小間相当）
＊自社のイメージに合わせて
   自由に追加装飾してください。

１）標準小間・スペース小間

１）出展小間料金に含まれるもの

１）申込方法
出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局に原本をご提出ください。

2）出展小間料金に含まれないもの

3）出展小間料金の支払い方法

5）申込の保留・取り消し

6）その他

２）小間位置の決定

支払期限：2020年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。
◆振込先：みずほ銀行　新橋支店
◆普通預金口座 ： 2941552　◆口座名義：EVEX（イーベックス）事務局

2）申込締切日

2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

EVEX（イーベックス）事務局
　〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2
   大同生命霞が関ビル4F  アテックス（株）内     TEL：03-3503－7621

 

書面による解約通知を受領した日

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

解約（キャンセル）料

出展小間料金（税込総額）の50％

出展小間料金（税込総額）の100％

2020年2月
出展募集開始

5月29日
出展申込締切

8月
出展者説明会（予定）

11月2日・3日（祝）
搬入日・小間装飾

11月4日～6日
開催日

小間規格について

出展小間料金について

申込方法について

スペース小間2

￥165,000（税込）

同時開催展と共催の主催者コーナーへの合同展示
●展示スペース＝車両1台分
＊備品等は含まれておりません。

実車・実機ソリューションゾーン3

EVEX主催者コーナーへのV2X設備、外部給電装置、充電器等の合同展示
●展示スペース＝4㎡（2m×2m）
＊パネル、備品等は含まれておりません。

V2X・外部給電・充電インフラゾーン4

標準小間
展示スペースのみ
●1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）

￥440,000（税込）／1小間

＊予算・自社のイメージに合わせて小間数を決定し、
　自由に追加装飾してください。

1

2
.7

m

2m
1m

3m

・4輪・モックアップ
￥110,000（税込）
・3輪・2輪・スケールモデル

￥110,000（税込）

●標準1～3小間出展者
＊小間数にかかわらず、下記の料金です。
＊4小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため角小間指定は不要です。
＊状況により、申込を早期終了する場合がございます。
＊指定のない小間に関しては、小間数・申し込み順・展示内容等を考慮して配置します。

角小間指定

￥220,000（税込）

4）出展申込の解約（キャンセル）

出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、
出展者説明会にて発表いたします。

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、
事務局はその受付を保留または拒否することがあります。

事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

・出展者独自の自社小間の装飾、設営、運営費
・出展者が追加した自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
・自社出展機器などに対して付保した損害保険料
・展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
・法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・その他、出展小間料金に含まれない費用

・出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
・招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
・事務局による企画運営費および広告宣伝費
・公式WEBサイトおよび会場案内図への社名掲載

隣接する小間がある場合、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルは
事務局の負担で設置します。
※独立小間には、パネルを設置しません。
　角小間など隣接する小間のない場合、サイドパネルは設置しません。

各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき事務局が決定します。

出展申込者の都合により出展の取り消し、または変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。
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次世代モビリティ社会を実現する




