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名称 第三回 中国国際輸入博覧会

会期 2020年11月5日（木）～10日（火）（会期6日間）

会場 国家会展中心（上海）

主催機関 中国商務部、上海市人民政府

運営機関 中国国際輸入博覧局、国家会展中心（上海）有限公司

規模 36.6万平米（第二回実績）

出品国数 181カ国・地域（第二回実績）

対象業種・

分野

1.1Hall サービス貿易

2.1Hall 自動車

3,4.1,5.1Hall 技術設備

6.1,6.2 Hall 消費品

7.1、7.2 Hall 医療機器・医薬保健

1.2、8.1,8.2 Hall 食品・農産品

来場者
バイヤー、政府関係者、一般来場者など

※一般来場者への開放日については後日博覧局より発表される予定

URL
https://www.ciie.org/zbh/index.html（中国語）

https://www.ciie.org/zbh/en/（英語）

中国国際輸入博覧会は、2017年5月、習近平中国国家主席が北京で開催された
「一帯一路」国際協力サミットフォーラムにおいて、その開催を発表し、世界各国と
の経済交流・協力の強化、世界の貿易と経済成長を促し、開放型の世界経済発展を促
進するという目的で開催されました。
昨年の第二回開催には、世界181ヵ国・地域から約3,800社、日本からは371社を

超える企業が出展しました。来場バイヤー数は50万人以上、全体の成約見込み額は
711.3億ドル（前回比23％増）に達し、第一回以上の成果を挙げて開催されました。
このたび、「第三回中国国際輸入博覧会（CIIE）」（会期：11月5日～10日、

於：国家会展中心（上海））の開催にあたり、ジェトロは第一回から引き続き、「医
療機器・医薬保健」ゾーンにジャパン・パビリオンを設置することになりました。
この機会に、日本の医療、健康関連の製品・技術を紹介する場として、ご活用いただ
きたく皆様にご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本見本市の開催地である中国は、
現時点で外務省感染症危険情報レベル3となっていますが、本事業は事態が収束し、
同危険情報レベルが２以下で、かつ事業参加者の健康・ 安全の確保について確認が
とれた状況下での開催を検討しています。その他の注意事項は後掲の「12．注意事
項」をご確認下さい。

■ はじめに

1. 第三回 中国国際輸入博覧会 概要
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２. 各出展分野の概要

出品分野 出品物

1.1Hall
サービス貿易

金融サービス（銀行、保険、資産管理など）、物流サービス、ITサービス、検査
サービス、総合サービス、サプライチェーン管理、文化サービス、旅行サービス、娯
楽・スポーツサービス等

2.1Hall
自動車

自動車、自動車部品及び付属品及びメンテナンス用品、新エネルギー製品及び
技術、自動車運転及び技術、スマートライド製品及び技術等

3、4.1、5.1Hall
技術装備

工業自動化及びデータ情報化、ハイテク機械製造、工業完成品、省エネ環境等

6.1、6.2Hall      
消費品

化粧品、日用品、インテリア用品、ギフト、マタニティー用品、子供用品、スポーツ
用品、アウトドアレジャー用品、ファッショントレンド用品、芸術品等

7.1、7.2 Hall
医療機器・医薬保健

医薬品、医療機関、高齢者リハビリ・補助器具、栄養保健食品、健康ケア、医療
美容、医療ツーリズム、医療技術・サービス等

1.2、8.1、8.2 Hall 
食品・農産品

飲料、酒類、スナック食品、デザート、調味料、乳製品、野菜・農産品、肉類、水
産品・冷凍食品、有機食品、レトルト食品、総合食品等

（出所）中国国際輸入博覧会公式ウェブページの発表(https://www.ciie.org/zbh/zgzq/)に基づき作成

2

https://www.ciie.org/zbh/zgzq/


3. ジャパン・パビリオン（医療機器・医薬保健分野）概要
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出品分野・ホール：医療機器・医薬保健（7.1、7.2 Hal）
出品規模：600㎡（予定）
募集企業：45社程度（予定）
出品対象：医薬品、医療機器、高齢者リハビリ・補助器具、健康保健食品、健康ケア、医

療美容、医療ツーリズム、医療技術・サービス等
※別途、主催者からジャパン・パビリオンへの出展要望分野として、①養老（高齢者サー
ビス、福祉機器・用品等）、②防疫（マスク、消毒用品等）の2分野が挙げられています。

４．出品者の要件

①日本で法人資格を有する企業、地方自治体、業界団体など（海外法人および海外代理店に
よるお申し込みは不可とします）。
②中国への海外ビジネス展開に意欲がある者。
③本博覧会の趣旨に賛同する者。
④出品料の支払いについて、日本国内のジェトロの指定口座への振込みが出来ること。
⑤会期中、全日程を通じてアテンドし出品・商談が出来ること。
⑥「出品案内書」「海外見本市出品要綱」の記載事項を了承していること。
⑦代理店参加の場合、出品商品のブランド主から書面にて博覧会参加・代理商談・ブランド
名/ロゴの提出について了承を得ていること。
⑧ジェトロおよび輸入博運営機関が出品者として適当であると承認した者。
⑨ジェトロが実施するアンケートに回答すること（会期中、会期後）。
（商談件数、成約（見込み）件数、成約（見込み）金額など）

５. 出品物の要件

①上記の「出品対象」の出品物に製品・サービスが合致していること。
②日本ブランドの製品・技術・サービス等を展示すること。
③出品物が中国関税領域（香港、マカオ、台湾を含む）以外で生産されたものであること。
また、輸入博運営機関に提示を求められた際に、関連原産地証明を提示出来るようにしてお
くこと。
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6. 出品料金（不課税）

出品形態 中小企業料金 一般料金

標準ブース 1小間・幅3ｍ×奥行2㎡＝6㎡）※予定 300,000円 450,000円

チャレンジエリア 共有スペース約2.0㎡相当 ※予定 100,000円

◆留意事項
※出品料の支払いは、日本国内のジェトロの指定口座への振込みでお願いします。これ以外の
方法は受け付けません。
※ジェトロ標準ブースのお申し込みは1小間を最小単位とし、１社あたりの申込上限小間数は2
小間とさせていただきますが、企業の申し込み状況により、申込を1小間にさせていただく可
能性もありますので、予めご了承願います。
※チャレンジエリアのお申し込みは１社1口を上限とさせていただきます。
※標準ブースかチャレンジエリアのみ、どちらか一方でお申し込みください。重複でのお申し
込みは受け付けません。
※原則、地方自治体、業界団体のみ標準ブースに限り取りまとめ出品を可能とし、取りまとめ
出品は各分野それぞれの申込小間数の上限を原則4小間とさせていただきます。また、1小間あ
たり5社までの取りまとめとしてください。なお、適用料金については出展方法、傘下企業等
によって異なりますので、別途ジェトロにご相談下さい。また、取りまとめ出展の場合も後掲
の提出物のうち、①出品企画書、②授権委託書は全ての傘下企業分をご提出下さい。
※企業による取りまとめ出品は不可とさせていただきます。
※現時点（2020年4月）では、輸入博運営機関より展示即売は不可であり、試飲・試食は可能
との案 内を受けておりますが、必要な手続きを踏んでいただく必要があります。諸条件につ
いては輸入博運営機関の決定に従ってください。
※出品料には、日本国内の消費税等は含まれません。
※中小企業の定義は、以下をご確認ください。

◆中小企業の定義
中小企業とは、「中小企業基本法」の定義に基づきます。以下表のうち、資本金基準・従業員
数基準のいずれかを充たす法人を中小企業といたします。中小企業料金にてお申込みいただけ
るのは、①同法に定める日本国内の中小企業* ②同法に定める中小企業*を取りまとめる業
界団体等（当該業界団体等の構成員の2/3以上が中小企業であること）に限ります。
ただし、上記の条件に該当する企業・業界団体等であっても他の国庫補助金による支援を受け
ている場合は、一般料金にてお申込みいただきます。

*   法人格のない個人事業者も含みます。（参考：中小企業庁ウェブページ「中小企業者の定義」）
** 「常時雇用する従業員の数」には、事業主、役員、臨時従業員は含みません。
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７．出品料に含まれるサービス

◆標準ブース（１小間あたり）

展示スペース ６㎡
 統一デザインによる基本装飾（一定量の電気代およびその工事費を含む）
 備品（社名表示板1、受付台1、椅子2、展示台１、テーブル１、ゴミ箱1、スポットライト3、
単層コンセント1、カーペット）

◆チャレンジエリア

展示スペース 約2.0㎡
 統一デザインによる基本装飾（一定量の電気代およびその工事費を含む）
 備品（社名表示板1、展示台1、カーペット）

◆全申し込み形態共通

公式カタログへの企業情報掲載
ジェトロが日本、中国で行うイベントでの事前広報

８．出品料に含まれないサービス

出品物調達費
基本装飾以外の装飾、追加レンタル備品に掛かる経費
出品物にかかる輸送関連経費、関税および消費税等
渡航費（航空賃、宿泊代）、旅行傷害保険料
ホテル～会場の移動交通費
食費等の個人的な経費
専有のアシスタント、通訳等に関わる経費
その他「出品料に含まれるサービス」に定める以外の経費

第二回中国国際輸入博覧会・ジャパン・パビリオン（医療機器・医薬保健）の様子

※出品料に含まれるサービス内容については、「海外
見本市出品要綱」第5条2項ではなく、本案内書に基づ
くものとします。
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◆ジェトロ・メンバーズ特別料金

ジェトロ・メンバーズには、会員特別料金として出展料の10％を割引します。
但し、以下を条件とします。
①割引料金は会員1口につき年会費70,000円（消費税は除く）を年間割引の上限とします。
②割引は日本国内からジェトロ･メンバーズとして登録された法人・団体名でお申込みいただ
いた場合に限ります。
③出展料請求後にジェトロ・メンバーズに加入された場合は上記割引の対象外となります。

まだジェトロ・メンバーズに加入されていない皆様は、この機会に入会をご検討ください。
【お申し込み・詳細はこちら】

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

◆東京都 海外展開支援 （予定）

東京都は、東京都中小企業制度融資のメニューとして「海外展開支援」を設けています。
「海外展開支援」の融資申込予定者が、その融資を実行予定である金融機関を経由してジェ
トロへ支援を申し込む場合、東京都との連携により、ジェトロに支払う支援経費を原則無料で
利用できます（1企業当たりの利用限度は、支援経費累計が50万円となるまで）。
詳細は、以下の「東京都産業労働局」のウェブページをご覧になるか、もしくはジェトロ東京
（Tel：03-3582-4953）までお問い合わせください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/
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９．お申込みの流れ

STEP1

オンライン
申込み

●「出品案内書」及び「海外見本市出品要綱」をよくお読みのうえ、以下の出品募集サイトよりお申込
みください。
〔出品募集サイト〕
https://www.jetro.go.jp/events/CIIE2020

●ジャパン・パビリオン申込みサイトより基本情報を入力下さい。（初めてご利用の方はユーザー登録が
必要となります。）
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0056044V

STEP2

書類提出

STEP3

入金
(出品確定)

ジェトロより「出品申込書・承諾書」の承諾欄に押印し、また請求書を発行します。

 「出品申込書・承諾書」と請求書各1部をご担当者宛に郵送にて送付します。

 請求書に記載の出品料を必ず入金期限(2020年8月31日（月））までにお振込みください。期限

までにお支払いいただいた時点で、正式な出品者として承認されます。

※入金期限までにご入金の確認ができない場合は、出品申込みが取り消されたものとみなします。

※出品料振込に要する一切の手数料は出品申込者のご負担となります。

 輸入博運営機関指定のサイトから「企業情報」を入力ください

※登録サイト、入力方法、締切日については、別途お知らせいたします。

※輸入博運営機関より法人登録書類、出品物の関連原産地証明書の提出が求められる見込みです。

STEP4

オンライン
書類提出

 後掲の【提出書類】（Eメールでの提出資料）を以下提出先までEメールにてご提出ください。 〔提

出先〕 jetro_hc@jetro.go.jp ジェトロ本部 海外市場開拓課

 後掲の【提出書類】（郵送での提出資料）を以下宛先まで郵送にてご提出ください。

〔郵送先〕 〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

ジェトロ海外市場開拓課ヘルスケア班 中国国際輸入博2020担当 宛

〔提出締切〕 上記のEメール、郵送書類ともに５月13日(水)15:00（日本時間）

出品申込み期限
2020年５月13日（水)15:00

【提出書類】（Eメールでの提出資料）
①出品申込書・承諾書（社印・代表者印を押印の上、スキャンしたもの）
※新型コロナウイルスの影響により、締め切り時点で社印・代表印の押印が難しい場合は、その旨ご連絡ください。

②出展企画書（Excelデータにて提出）※取りまとめ出展の場合は傘下企業分の情報も含む
③授権委託書（代表者印を押印の上、スキャンしたもの）
※取りまとめ出展の場合は傘下企業分の情報も含む
※ジャパンパビリオンとしてのご出展に際して、ジェトロが取りまとめ機関として代理で行うことを委託する趣旨です。
※中国語版には日本語での記載も可能、英語版には英語で記載
④会社の法人情報（国税庁法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）にて御社情報を印
刷の上、スキャンしたもの）
【提出書類】（郵送での提出資料）※新型コロナウイルスの影響により、締め切りまでに郵送が難しい場合は後日、原本を
送付下さい。
①出品申込書・承諾書（社印・代表者印を押印したもの）2部
②出展企画書 1部 ※取りまとめ出展の場合は傘下企業分の情報も含む
③授権委託書（代表者印を押印したもの）1部※取りまとめ出展の場合は傘下企業分の情報も含む
④会社の法人情報（国税庁法人番号公表サイトから入手） 1部
⑤企業・団体概要（事業内容や出品物内容がわかるもの、パンフレット可）1部

https://www.jetro.go.jp/events/CIIE2020
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10．キャンセル規定

出品料を入金した後、出品者の自己都合によりご出品を取消される場合は、捺印のある書面にてジェト
ロにお知らせください。キャンセル料金の発生時期と金額については、下表をご参照ください。

出品取消し受付日 キャンセル料

2020年9月1日（火）～9月30日（水） 出品料合計の50％

2020年10月1日（木）～または連絡なしの不参加 出品料合計の100％

11．今後の流れ

時期 内容

2020年8月（予定）
出品（内定）者説明会（ご参加は任意です）
※各種マニュアルの配布、ブース配置の発表予定

2020年8月～９月（予定）
主催者への各種書類提出
（出展者バッジ、各種申請事項等）

2020年11月5日（木）～10日（火） 「中国国際輸入博覧会・CIIE2020」会期

■キャンセル料は、入金していただいた出品料から差し引くこととし、残額を出品者に返金
することとします。
■戦争、政情不安、天災、感染症 、その他、出品者の責めに帰することのできない事由に
よりキャンセルする場合は、ジェトロに文書で通知し、その承諾を得ることにより、キャン
セル料の支払いなく出品を中止できる場合がありますので、ご相談ください。
■キャンセル料については、メンバー割引を適用できません。

◆宿泊について
現地、上海は期間中、ホテルが大変取りにくくなりますので、各社ご自身でお早目に準備さ

れるようお願いします。



12．注意事項
以下には重要な情報が記載されております。お申込みの前に必ずご確認ください。

◆全体
 出品申込書に記載された内容に変更がある場合、書面にてジェトロにご連絡願います。また、申込締切日を過

ぎてから内容を変更される場合、ジェトロおよび主催者はその内容によっては応じられない場合がございます
ので、予めご了承ください。

 外国為替および外国貿易法等、国内法令に定めのある出品物の出品については、出品者の責任において事前に
許可等を取得願います。（経済産業省安全保障貿易管理課ホームページ：
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/

 ジェトロが成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。（会期中、会期後）
 自社スペースの転貸、売買、交換、譲渡は出来ません。
 搬入～会期～搬出の全日程を通じての会場アテンドをお願いします。博覧会最終日の終了時刻以前の撤収は認

められません。
 会場の諸規定や開催国・開催地の関係法令等を遵守することとします。
 偽造品、不良品、知的財産権の権利侵害品の展示はできません。また、会場内で使用される展示物・映像・音

楽は、著作権を侵害しないようにしてください。展示・実演で音楽の演奏・オーディオ・ビデオの録音物を再
生する場合は、著作権に対する処理手続きが必要です。※自社で権利を持つものや、既に権利処理済のものは
問題ありません。

 ご提供頂いた個人情報は、事業実施のため、設計業者、施工業者、現地バイヤー、主催者等の事業関係者に提
供する場合がございます。また、本博覧会に関するプレスリリース、ジェトロホームページ、主催者運営オン
ラインサイト等において企業情報や出品物の情報等が公開される場合がございます。予めご了承ください。

 輸出に際しての特許・知的財産については事前にご確認ください。
 出品物の関連原産地証明書を輸入博運営機関より求められる見込みですので、提示できるように準備願います。
 出品物は国内法令および現地法令に照らして適法に輸送して下さい。違反した場合は、今回または今後のご出

品をお断りすることもあります。
 全体運営等について輸入博運営機関から変更の要請・指示があった場合は、ジェトロは出品案内書に記載の内

容を変更させてただく可能性があります。
 現地への展示品の輸送、展示会場内の搬出入は全て出品者の責任において実施願います。
◆ジャパン・パビリオン
 ジェトロが出品者として適当であると承認することを要件とします。
 申込状況、全体スペースの関係から、ジェトロにて1社あたり小間数を調整させていただく場合があります。
 1社あたりの出品の最小申込単位は1小間とします。申し込まれた小間を複数社・団体で共有すること、および、

企業を取りまとめて出品することはできません。地方自治体・業界団体においては、取りまとめ出品が可能で
すが、原則として最大4小間までのお申し込みとし、1小間あたりの収容社数は5社までとします。

 ジャパン・パビリオンへの出展に際しては、各社からご提出いただく「出展企画書」を元にジェトロにて審査
を行 います。つきましては「出展企画書」にはできるだけ具体的に記載願います。また、中国国際輸入博覧
会事務局の方 でも別途審査が行われます。今回のお申込みをもって出展決定するわけではございませんので
ご了承下さい。また審査結果の詳細については回答出来かねますのでご了承下さい。

 「ジェトロ標準ブース・チャレンジエリア」の装飾および施工はジェトロが行い、出品物の展示・陳列は出品
者が行います。出品物の展示方法について、周囲ブースとの調和を過度に壊すとジェトロが判断した場合、
ジェトロの指示に従っていただきます。

 小間の位置は、出品規模、出品物、業種等を考慮し、確保できたスペース内で展示構成を配慮しつつ、ジェト
ロが決定します。位置決定に際して、ジェトロは出品者より一切の希望・要求を受け付けません。

 出品料の振込みに要する一切の手数料は出品申込者のご負担となります。なお、支払額が請求額を下回り所定
の期日までに差額の支払がない場合は、出品申込者による出品申し込みの取消とみなします。

 出品にかかる規則は、本「出品案内書」、ならびに「海外見本市出品要綱」によるものとします。本案内書と
海外見本市出品要綱との間に相違がある場合には、同要綱の記載内容を優先します。但し、本案内書が同要綱
に優先する旨の特段の記載がある場合は、この限りではありません。

 戦争、天災、政情不安、感染症等の不可抗力が発生した場合、また外交関係、経済関係等のやむを得ない事由
からジェトロが博覧会への参加が不適当もしくは不可能と判断した場合、参加を取りやめることがあります。
ジェトロはこれによって生じたいかなる損害に対しても賠償責任を負いません。

 展示装飾等、今後の準備の詳細については、「出品者マニュアル」「展示装飾マニュアル」にて別途ご案内い
たします。

 地方自治体、業界団体等が代表申込者となり、複数社で出品する場合、同一のブースに出品する傘下企業の損
害および不利益については、取りまとめ団体が責任を負うものとします。また、傘下企業と第三者との間で紛
争等が生じた際には、取りまとめ団体の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。

 相応の理由なしにキャンセルされた場合や、実績報告書・アンケート・調査へご協力いただけない場合には、
今後ジェトロが実施する事業の選定等において考慮されることとなります。
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◆新型コロナウイルス感染拡大に関連した特記事項

今回のお申し込みに際しては、特に以下内容につきご確認・ご了承の上でお申し込みいただきますようお願いい
たします。
 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本見本市の開催地である中国は、現時点で外務省感染症危険情報

レベル3となっていますが、本事業は事態が収束し、同危険情報レベルが２以下で、かつ事業参加者の健康・
安全の確保について確認がとれた状況下での開催を検討しています。

 現地情勢等の諸般の事情に鑑み、主催者や（主催者が中止の判断をしない場合でも、上記前提をベースとし
た）ジェトロの判断により中止や延期となる場合がありますので予めご承知おきください。

 出品適格な企業からの応募が一定数に満たない場合は、本事業を中止しジャパン・パビリオンの設置そのもの
を取り止める可能性があります。

 本見本市が中止または延期となった場合においても、本見本市への参加のために出品者が支出した費用や本見
本市の中止または延期に起因、関連する一切の損害（航空券代等のキャンセル料を含みますが、これに限られ
ません）については、ジェトロはこれを負担しません。ジェトロが出品者から受領した出品料に限り、ジェト
ロの判断により返金する場合があります。

 なお、出品者の皆様の出品物の輸送、渡航手配のご都合も踏まえ、実施または中止、延期の見通しについては、
再度ご連絡を行う予定です。

 出品者は、本見本市において感染症の予防対策を徹底し、かつ、感染症の疑いのある者、またはこれらの者と
の濃厚接触者は本見本市に参加させないでください。万一、感染症の疑いのある者またはこれらの者との濃厚
接触者が本見本市に参加したことが判明した場合には、直ちにジェトロに報告し、その指示に従っていただき
ます。

 本案内書記載の内容は、現地情勢等の諸般の事情の変化により、変更になる場合があります。

1３．お問合わせ先・申込書類提出先

ジェトロ市場開拓・展示事業部海外市場開拓課ヘルスケア産業班
担当： 上谷、吉安
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
E-mail： jetro_hc@jetro.go.jp

※新型コロナウイルスの拡大に伴う緊急事態宣言の発令を受け、当面の間、在宅勤務（テレワーク）を
実施しております。誠に恐縮ですが、お問い合わせ窓口につきましては、代表電話を一時休止し、しば
らくの間はメールのみの対応とさせていただきます。関係各位におかれましては、ご不便お掛けいたし
ますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。


