
出展のご案内 

2013年1月30日（水） ～ 31日（木） 
 

東京都立産業貿易センター 台東館： 5階展示室 

主催：日本スクーバ協会 
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ダイビングショップ・サービス関係者 

フリーダイビングインストラクター・フリーガイドダイバー・フリーダイブマスター等 

リーダーシップレベル 

海上保安庁等諸官庁 

大学／専門学校等海洋関係講師 

水中／海洋写真家・カメラマンおよび関連事業者 

水中作業関係者 

国内外のリゾートホテル関係者 

出版／広告業界関係者 

その他 水中およびその周辺環境に関わるビジネスに従事されている方々 

2013年で3回目を数える国内唯一のダイビングビジネス総合展!! 

開催にあたって 

新 規 顧 客 の 獲 得 既存顧客との取引増大 異分野への販路拡張 

来場者対象 

ダイビングビジネスの総合展示会「DIVE BIZ SHOW」も皆様のお蔭をもちまして、 

2013年1月に3度目の開催を迎える運びとなりました。 
 

これまで「DIVE BIZ SHOW」では、ご来場された皆様ならびに出展者様から、 

“販路を開拓できた”“新たな取引が生まれた”など喜びの言葉を数多くいただき、 

ダイビング業界のB to Bの活性化に寄与してまいりました。 
 

「DIVE BIZ SHOW 2013」に於きましても、 

ダイビングショップ関係者を始めとした、 

海上保安庁等諸官庁や水中／海洋写真家等、リゾートホテル関係など、 

ダイビングビジネスに従事される方、関心の高い方など 

質の高い来場者様を広く誘致してまいります。 
 

また、展示エリアに加え、セミナープログラムの充実を図り、 

より価値の高いダイビング情報を発信していきたいと考えております。 
 

ご出展を検討されております皆様におかれましては、 

本展の開催趣旨をご理解いただきまして、積極的なご参画を賜りますようお願い申し上げます。 

ダイビングビジネスの総合展示会「DIVE BIZ SHOW」も皆様のお蔭をもちまして、 

2013年1月に3度目の開催を迎える運びとなりました。 
 

これまで「DIVE BIZ SHOW」では、ご来場された皆様ならびに出展者様から、 

“販路を開拓できた”“新たな取引が生まれた”など喜びの言葉を数多くいただき、 

ダイビング業界のB to Bの活性化に寄与してまいりました。 
 

「DIVE BIZ SHOW 2013」に於きましても、 

ダイビングショップ関係者を始めとした、 

海上保安庁等諸官庁や水中／海洋写真家等、リゾートホテル関係など、 

ダイビングビジネスに従事される方、関心の高い方など 

質の高い来場者様を広く誘致してまいります。 
 

また、展示エリアに加え、セミナープログラムの充実を図り、 

より価値の高いダイビング情報を発信していきたいと考えております。 
 

ご出展を検討されております皆様におかれましては、 

本展の開催趣旨をご理解いただきまして、積極的なご参画を賜りますようお願い申し上げます。 
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ダイビング関連商品やサービスの情報発信を通じてビジネス拡大を目指す様々な企業・団体
を出展対象として募集いたします。 
 

※B to B 取引を主な目的としておりますので、一般消費者向けの出展はご遠慮ください。 

マスク、フィン、スノーケル、タンク、BCD、レギュレーター、ダイビングスーツ等の製造・卸販売業 

ダイビング指導団体・専門学校 

旅行会社・政府観光局・観光協会・官公庁・ホテル・航空会社・クルーズ・バス・ツアーオペレーター・ 
ランドオペレーター 

水中カメラ／ビデオ・ハウジング・ストロボ・ライト等 関連機材の製造・卸販売業 

ウェア・時計・マリンアクセサリー・小物・安全用品・ 
マリンアクセサリー（指輪・ピアス・ネックレス・ストラップ）等の製造・卸販売業 

スノーケリング・ボート・サーフィン・ウェイクボード・水上バイク（PWC）サンゴ礁保全活動企業・ 
自然愛護団体 

アパレルメーカー・水着・サンダル・Tシャツ等の製造・卸販売業 

各種カード会社・損害保険会社・インターネット関連・カード発行／印刷・オフィスサービス・ 
電子マネー決済端末機 

上記以外の職種・業務の方は運営事務局までお問い合わせ下さい 

＜出展対象商品・サービス例＞ 

ダイビング機器・器材 

ダイビング教育・情報 

水中撮影機材 

マリンレジャー・海洋保護団体 

情報・技術関連サービス 

ツアー・リゾート 

関連用品 

アパレル 

その他 

出 展 対 象 
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開 催 名 

 

開 催 日 時 

 

 

 

 

会 場  

 

 

 

集 客 対 象 

 

 

 

 

 

 

主 催 

 

事 務 局  

DIVE BIZ SHOW 2013 

 

2013年1月30日（水）～31日（木） ＊2日間開催 

 設営日時： 1月29日（火） ＊詳細は追ってご連絡いたします。 

 本番日時： 1月30日（水） 10:00～18:00 ＊予定 

 1月31日（木） 10:00～16:00 ＊予定 

 

東京都立産業貿易センター 台東館 5階展示室 

  〒111-0033 

  東京都台東区花川戸2-6-5 東京都立産業貿易センター 台東館 

 

潜水（ダイビング）、水中にかかわるビジネスに従事される方 

 ・ダイビングショップ・サービス関係者 

 ・海上保安庁等諸官庁 

 ・水中／海洋写真家・カメラマンおよび関連事業者 

 ・国内外のリゾートホテル関係者 など 

※入場無料（事前登録なし） 

 

日本スクーバ協会 

 

DIVE BIZ SHOW 2013 事務局  担当者：三橋（ミハシ）、鈴木（スズキ） 

  〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 日光ビル4F 

  Tel: 03-5259-0030 / Fax: 03-5259-7972 / E-mail: dbs@scuba.or.jp 

  ※受付時間：月～金 10：00～18：00（土・日・祝日：休業） 

＜会場アクセス＞ 

東京都立産業貿易センター 台東館 

東京都立産業貿易センター 台東館 

● 東京メトロ 銀座線 浅草駅（ 7番出口）から370m 徒歩5分 

● 東武伊勢崎線 浅草駅から370m 徒歩5分 

● 都営浅草線 浅草駅（ A5番出口）から500m 徒歩8分 

mailto:dbs@scuba.or.jp
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出展ブース仕様 

出展ブースは、事務局手配の「付帯設備」を備えたパッケージブースとなります。 
 

1小間～最大6小間でお申込みいただけます。 

＜小間規格＞ 

 

●付帯設備  ①間口2.5×奥行2.5m×高さ2.4m 
 ＊1小間あたり  ②「バックパネル」、「サイドパネル」を常設 

    ※角小間の場合は、サイドパネルを設置しません。 

   ③社名版×1枚 

   ④電源（100V / 500W：2口コンセント×1ヶ） 
 

●出展料金 

  ＊1小間あたり  

※社名版は事務局指定のもののみご利用いただけます。 

※全てのブースは、パッケージブースとなります。 

＜1小間ブース＞ 

＜4小間ブースイメージ＞ ＜2小間ブースイメージ＞ 

間口2.5m×奥行2.5m×高さ2.4m 

長方形タイプ：間口10m×奥行2.5m×高さ2.4m 

正方形タイプ：間口5m×奥行5m×高さ2.4m 

料金：¥162,000-（税別）／¥170,100-（税込） 

JSA会員料金：¥120,000-（税別）／¥126,000-（税込） 

（1小間の仕様） 

間口5m×奥行2.5m×高さ2.4m 

●社名板×4枚 

●電源 

（100V / 500W： 

 2口コンセント×4ヶ） 

●社名板×2枚 

●電源 

（100V / 500W：2口コンセント×2ヶ） 

ブース展開数に限りがございますため、申込順位、実演の有無などを考慮し、主催者でブース仕様を調整させていただく場合が 

ございます。その際、お申込み内容のご希望に添えない事がございますので、予めご了承ください。 

料金：¥648,000-（税別） 

¥680,400-（税込） 

JSA会員料金：¥480,000-（税別） 

¥504,000-（税込） 

料金：¥324,000-（税別） 

¥340,200-（税込） 

JSA会員料金：¥240,000-（税別） 

¥252,000-（税込） 

4小間料金 2小間料金 

申込 

締切 

セミナースペースについて 

DIVE BIZ SHOW 2013では、出展者の皆様にご利用いただける、 

セミナースペースを用意いたします。 

（出展社様に、有料にてセミナー枠をご提供いたします。） 
 

セミナースペースの詳細が確定しましたら、 

DIVE BIZ SHOW 2013 事務局より、改めてご連絡させていただきます。 

JSA会員 9/18（火） 

一般 10/19（金） 

＜セミナースペース＞ 

 東京都立産業貿易センター 台東館 

 8F会議室 

※100名程度の 

  収容が可能 
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1.出展小間料金の請求と支払い 
 

 主催者が出展申込書を受け取り、記載内容について承認後、出展者に出展小間料金を請求します。出展者は、出展小間 

料金の全額を右記の日程までに指定の口座に振込むものとします。なお、振込手数料は出展者が負担するものとします。 

 

2.出展申込後の取消し 
 

 出展申込後の小間の取消し、変更（全部または一部）は原則として認めないものとします。但し、主催者が不可抗力と認め解約を承認する場合は、下記のとおり
出展者は解約料を支払うものとします。 

 

 

 

 

 

 出展者が上記相当金額を未だ支払っていないときは、すぐにこれを支払うものとします。出展者の既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、超過
分を返還します。 

 

3.小間位置の決定 
 

 小間位置は出展商品・サービス、出展規模、申込順位、実演の有無などを考慮して主催者において決定します。また主催者は入場者整理の都合上、または展
示効果向上のために小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。その際出展者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないもの
とします。 

 

4.小間の転貸等の禁止 
 

 出展者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、あるいは譲渡することはできないものとします。 

 

5.共同出展の取扱い 
 

 2社以上で共同出展する場合、1社が代表して申し込み、その他共同出展する社名等を申込時に主催者へ通知するものとします。 

なお、主催者として出展者名を露出する場合（ブース社名板、公式Webサイトの出展者一覧など）は、2社以上の共同出展であっても、申込をした代表の1社のみ
の社名を露出させていただくものといたします。申込1社以外の共同出展者の社名露出を希望される場合、1社につき、21,000円（税込）を主催者に支払うものとし
ます。 

 

6.出展物等の設置及び撤去 
 

 （1）出展物等の会場への搬入および小間内の設置は、後日主催者より通知された時間内におこなわれるものとします。出展者が設置時間内に自社の小間を占

有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。この場合出展者は、同日に解約し
た場合の解約料を支払うものとします。 

 （2）会期中の出展物等の搬出、移動、搬入の際は、必ず出展者は主催者の承認を得た後、作業をおこなうものとします。 

 （3）小間内の出展物及び装飾物等は、後日主催者より通知される時間内に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは、出展者
の費用で主催者により撤去されるものとします。 

 

7.展示場の使用 
 

 （1）出展者は本展示会開催趣旨に反しない内容の限りにおいて出展できるものとします。 

 （2）各出展者は実演または宣伝活動のために、小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。 

 （3）他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を造作できないものとします。隣接の小間から苦情が出
た場合、主催者が展示会運営上の立場からみて小間の変更が必要であると判断した場合は、当該小間の出展者はその変更に同意するものとします。 

 （4）主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また、主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しな

い展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物及び主催者が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶもの
とします。上記の制限または撤去の場合、主催者は当該出展者に対し、展示費用や小間料の保障等いかなる返金またはその他展示費用負担の責任を負わない
ものとします。 

 

8.活動の範囲について 
 

 自社の小間以外の場所で、勧誘、物品の配布、宣伝、サービスの提供等を行なうことはできません。他の出展者に迷惑が及んでいる、またはそうなる可能性が
高いと判断される場合、主催者および事務局はその行為の即時差し止めを請求できるものとします。 

 

9.出展物の管理と免責 
 

 主催者および事務局は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、天災、その他正当な不可抗力原因により生
ずる損失または損害（盗難、紛失、火災、損傷等）についてその責任を負わないものとします。 

 

10.損害賠償 
 

 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害について無過失責任を
負うものとします。 

 

11.展示会の中止 
 

 主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって
会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者は、これによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負わないものとしま
す。 

 

12.その他展示規制 
 

 展示用構造物の高さ制限、実演、音量規制、電気・給排水工事等、その他詳細につきましては、出展者マニュアルにてご案内いたします。 

 

13.規約の遵守 
 

 出展者は、主催者が定める一連の規約を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。更に、出展者は主催者の定める全ての規約を本展示
会の利益保護の為と解釈し、その実行に協力するものとします。 

書面による出展解約の通知を受理した日 解約料 

12/18（火）以前 出展小間料金の50% 

12/19（水）以降 出展小間料金の100% 

申込区分 支払日 

JSA会員 10/31（水） 

一般 11/30（金） 



フリガナ　

日本語社名 ㊞　　

英語社名

住所
　〒

TEL FAX E-mail

URL 　http://

フリガナ　

部署・役職 ㊞　　

フリガナ　

部署・役職 ㊞　　

正式貴社名

ご連絡先

代表者
（申込者）

担当者

主催者が定める一連の規約（出展のご案内P6記載）を遵守することを承諾して、以下の通り出展を申し込みます。 

DIVE BIZ SHOW 2013 事務局  鈴木（スズキ） 行 

印 

※必要事項を全てご記入いただき、下記送付先に本申し込み用紙のコピーをFAX又はメールでご送信後、別途原本をご郵送ください。 

※出展料金については、お申込み受領後、「DIVE BIZ SHOW 2013 事務局」より請求書を送付させていただきます。 

  （恐れ入りますが、お振込手数料は各社様にてご負担ください。） 

DIVE BIZ SHOW 2013 事務局  担当者： 三橋（ミハシ）・鈴木（スズキ） 
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 日光ビル4F 

Tel: 03-5259-0030 / Fax: 03-5259-7972 / E-mail: dbs@scuba.or.jp 

送付先 

●出展製品概要 ※出展製品等資料（カタログ・パンフレット等）を添付してください。 

●連絡欄 ※共同で出展する会社名等、事務局へ事前連絡すべき事項がございましたら、ご記載ください。 

●申込小間数／出展料  ※該当するブースタイプにチェックをお願いいたします。 

□  1小間 ⇒   料金：¥162,000-（税前） JSA会員特別料金：¥120,000-（税前） 

□  2小間 ⇒   料金：¥324,000-（税前） JSA会員特別料金：¥240,000-（税前） 

□  3小間 ⇒   料金：¥486,000-（税前） JSA会員特別料金：¥360,000-（税前） 

□  4小間 ⇒   料金：¥648,000-（税前） JSA会員特別料金：¥480,000-（税前） 

□  5小間 ⇒   料金：¥810,000-（税前） JSA会員特別料金：¥600,000-（税前） 

□  6小間 ⇒   料金：¥972,000-（税前） JSA会員特別料金：¥720,000-（税前） 

●お申込者（出展ご担当者情報） 

※ブース展開数に限りがございますため、申込順位、実演の有無などを考慮し、主催者でブース仕様を調整させていただく場合がございます。 

  その際、お申込み内容のご希望に添えない事がございますので、予めご了承ください。 

申込 

締切 

JSA会員 9/18（火） 

一般 10/19（金） 

 ⇒支払期日・・・ JSA会員：10月31日（水）／一般：11月30日（金） 

※出展申込書の記載内容について主催者が承認後、 

  出展申込受理書及びご請求書を発行致します。 事務局 

記入欄 

受付日 受付No. 受付者印 承認印 

申込書の控え及び規約（出展のご案内P6記載）は、必ず自社にてコピーのうえ保管してください。 

印 

印 


