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出展のご案内

会場アクセス 所要時間（交通状況により異なる場合がございます。）

新木場駅
下車徒歩
約7分

国際展示場駅

※大崎駅よりＪＲ埼京線相互直通運転。国際展示場駅から渋谷（約20分）、新宿（約
25分）、池袋（約31分）、大宮（約56分）、川越（約78分）の各駅を直接結びます。

りんかい線

東京
ビッグサイト

約5分

大崎駅
約13分

新橋駅
下車徒歩
約3分

国際展示場
正門駅

ゆりかもめ

東京
ビッグサイト

約22分

豊洲駅
約8分

車

都心方面
（東名、中央、関越、東北道） 台場出口から約５分

高速１１号線

千葉・葛西方面
（常磐、東関東、関越、東北道）

横浜・羽田方面
臨海副都心出口から約５分

豊洲出入口から約５分

高速湾岸線

高速10号晴海線

有明出口から約５分

豊洲出入口から約５分

高速湾岸線

高速10号晴海線

新橋方面 レインボーブリッジ
を渡り有明へ

一般道

銀座方面 晴海通りを経由し
有明へ

一般道

葛西方面 湾岸道路を経由し
有明へ

一般道

都営バス

東京ビッグサイト

東京駅八重洲口
（東16系統）

約40分

東京駅丸の内南口
（都05系統）

約40分

門前仲町
（門19系統）

約30分

豊洲駅
（東16系統）

約15分

横浜駅東口
（京急バス）

約50分

その他バス

東京ビッグサイト

※日の出桟橋は浜松町駅から徒歩7分
※不定期運行

日の出桟橋
東京

ビッグサイト
（有明客船ターミナル）

約30分

水上バス

空港バス（リムジンバス・京急バス） 

羽田空港 東京ビッグサイト
リムジンバス
京浜急行バス

約25分

成田空港
リムジンバス

約60分

※イベント開催時のみ運行の便もありますので、ご確認ください。
※ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

東京ベイ有明
ワシントンホテル

株式会社東京ビッグサイト
国際航空宇宙展2018東京　事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
Tel. 03-5530-1324　　Fax. 03-5530-1222
E-mail　 bigsight-ja@tokyo-bigsight.co.jp
http://www.japanaerospace.jp/

1.  標準小間
 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、
 小間番号板を主催者の負担で設置し
 ます。
　　 ※カーペットはありません。
　　 ※独立小間にはパネルは設置しません。
　　 また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。　

1.  出展小間料金
（１）一般（国内・海外）　

400,000円（税別）／1小間（9㎡）
（２）一般社団法人日本航空宇宙工業会の正会員及び賛助会員

380,000円（税別）／1小間（9㎡）
（3）官公庁、自治体、NPO法人、独立行政法人、学校等の公益法人、団体、海外大使館

360,000円（税別）／1小間（9㎡）
※1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ、高さ2.7ｍ）
※パッケージブースもご用意しています。別紙『パッケージブースのご案内』

をご参照ください。

2.  出展小間料金に含まれるもの
（１）出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
（2）招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
（3）主催者による企画運営費および広告宣伝費
（4）会場案内図および各種印刷物等への社名掲載
（5）主催者による安全管理費、要員費および警備費

3.  出展小間料金に含まれないもの
（１）出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
（2）自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
（3）各種印刷物等への広告掲載料
（4）自社出展物などに対して付保した損害保険料
（5）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
（6）法令および出展規則に基づく展示装飾等の改修費用
（7）その他、出展小間料金に含まれない費用

2.  小間規格（標準小間のみ）
 小間は以下の3種類があります。
 ● 並列小間
 ● 複列小間
　　   （4小間以上）
 ● 独立小間
　　   （10小間以上）

3.  小間位置
 各出展者の小間位置は、出展内容、出展規模、実演の有無、出展申込
 順等を考慮し、会場計画に基づき主催者が決定します。

1.  申込締切

2.  申込の保留・取り消し
 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、主催者は
 その受付を保留または拒否することがあります。

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

3m

2.7m

12m
3m

サイドパネル

複列（ダブル）小間・6小間例

6m

9m
6m

2.7m

サイドパネル

2017年7月 出展募集開始

2018年5月31日 出展申込締切

2018年6月29日 出展小間料金支払期限

出展者説明会2018年7月頃

搬入11月26日～27日

会期11月28日～30日

搬出（即日撤去）11月30日

開催概要

国際航空宇宙展2018東京
英文名称 ： JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE 
　　　　　EXHIBITION 2018 TOKYO
略　　称 ： JA2018 TOKYO

2018年11月28日（水）～30日（金）　3日間　

東京ビッグサイト　東7.8ホール（約15,000㎡）

一般社団法人日本航空宇宙工業会／株式会社東京ビッグサイト

東京都（予定）

経済産業省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、防衛省、他省庁
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、他関係機関・団体
各国大使館　等　（予定）

20,000人  （目標）

来場登録を実施します。

名　称

来場者数

会　期

［ 機体、機体装備品、機内装備品 ］
航空機、無人機、誘導飛翔体、機体関連機器･装備品、
電子･通信機器、機内インテリア･座席･映像機器　等

［ 航空機エンジン、エンジン関連機器 ］
航空機用エンジン、無人機用エンジン、誘導飛翔体用エンジン、
エンジン補機及び関連機器　等

［ 宇宙機器及びサービス ］
ロケット、衛星、宇宙機、ロケット打上げ、搭載機器、衛星画像、
測位情報、通信・放送サービス　等

［ 素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、検査･測定機器 ］
機体及びエンジン素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、
ドリル・工具、検査･測定機器　等

［ ＩＴソリューション、設計･試作支援 ］
ＩＴシステム、ソリューション、設計･試作支援、ソフトウェア開発、
シミュレーター　等

［ 運航、運航支援、サービス、販売、物流 ］
運航、空港整備及び地上機材、空港セキュリティ、
航空管制･地上局･通信、航空関連サービス、販売代理、輸送　等

［ 行政機関、研究機関 ］
官公庁、自治体、大使館、独立行政法人、大学、教育･研究機関、諸団
体、航空宇宙産業クラスター　等

［ その他 ］
報道･出版、模型･グッズ、旅行、アミューズメント、ゲームソフト、
意匠デザイン　等

会　場

入場方法主　催

特別協力

後援

小間規格について

出展小間料金について

スケジュール

お問合せ

2018年5月31日（木）申込締切

出展要項

出展対象

小間番号板

基礎小間（9m2）

2.7m

3m3m

3.  出展小間料金の支払い方法
 主催者が申込内容を確認後、請求書を発送します。

4.  キャンセル料
 原則、出展の取り消し・変更はできません。
 申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発生
 します。

2018年6月29日（金）支払期限

書面によるキャンセル通知を主催者が受領した日
2018年6月29日（金）以前
2018年6月30日（土）以降

キャンセル料
出展小間料金の10％
出展小間料金の100％

申込み方法について

申込締切及び出展小間料金の支払い方法について



広告展開・パブリシティ活動

ビジネスに特化した国際航空宇宙展！国際航空宇宙展2018東京（JA2018 TOKYO）
2016年国際航空宇宙展から2年、

「国際航空宇宙展2018東京」として再び東京にて開催します。

　
TOPICS 世界の航空・宇宙・防衛産業が集まる展示会 

国内外の政府機関、大使館関係者、主要企業、業界関係者が集結するため、最新の世界市場状況に接することができます。
また、航空宇宙防衛の製造メーカーのみならず、素材から部品、工作機械、計測・検査機器、ソフトウェア、シミュレーションツー
ル、さらには商社、貨物輸送サービスに至るまで幅広い業種の企業が出展し、来場者はもちろんのこと出展者間においても様々
な分野での販路拡大の機会が得られます。

● 一般紙／業界関連誌紙／業界関連ウェブサイトへの広告掲載
● パブリシティ活動（メディアへのプレスリリース配信等）

その他活動
● 海外関連展示会でのPR活動
　   実施予定展示会
　 ・ INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2017
　 ・ SINGAPORE AIR SHOW 2018　
　 ・ ILA Berlin Air Show 2018
　 ・ Farnborough International Airshow 2018
● 国内外業界団体、行政機関、海外大使館への協力依頼

展示会に関する最新情報の発信
● 公式ウェブサイト上での情報更新
● メールマガジン、DMの配信

行政・産業界のトップによる基調講演や、航空・宇宙・防衛分野の講演・セミナーを実施します。
政府関係者による政府の施策や、業界の第一人者による現状と今後の予測に関する講演など、最新情報を得ることができます。

飛躍する日本の航空宇宙産業
　日本の航空宇宙産業の規模は、今日その生産額において2兆円に達し、今後も我が国の基幹産業として一層拡大
することが期待されています。
　日本の航空宇宙産業は、防衛向けの機体のライセンス生産から始まり、小型機、大型機や衛星、ロケットの開発を経
て、独自の技術を蓄積して来ました。今日では、技術力のある日本企業が数多くの国際共同開発・国際生産分担に参
画し、世界の航空宇宙産業の中でも重要な位置を占めるに至りました。
　日本の航空宇宙産業は毎年伸び続けており、
自動車、家電、コンピューター産業に比べ、その規
模はまだ小さいものの、その高い技術力を背景と
して今後世界的な製造拠点のひとつに成長する
可能性を秘めています。機体、機器の製造および
修理・整備、さらには素材の開発、そして旅客輸送
サービスの提供等から成る裾野の広い航空宇宙
産業は、幅広い分野での産業拡大に貢献すると
ともに、国内外の企業に新規参入の機会を提供
しています。

TOPICS 首都東京で開催
　政府機関、大学、研究所、外国大使館や大企業の本社機能が集中している東京
で開催されることから、ビジネス拡大に繋がる多数のキーパーソンが来場します。
　東京は、急成長中のアジア諸国からのアクセスも良く、今後も益々拡大が見込
まれる航空宇宙産業の最新情報を発信する場として最適です。
　また、会場である東京ビッグサイトは世界標準の日本最大の展示会場であり、
最寄に鉄道の駅が2つあるなど東京都内からのアクセスも非常に良く、After 
Conventionにおいても最適です。

TOPICS 業界の第一人者による講演・セミナー 

　JA2018 TOKYO では、 JA2016 でも好評を得た仏 BCI 社のビジネスマッチングシステムを採用し、 今回の展示会のオ
プションサービス（有料）として、国内外主要企業関係者が多数参加するビジネスマッチングを実施します。（予定）
　このビジネスマッチングには、大手中小、国内外の企業を問わず幅広い企業が参加でき、数多くの商談を実施することで
ビジネス拡大の機会を創出します。
　また、関係省庁・機関等との連携を図り、商談の機会を創出します。

TOPICS ビジネスマッチング

多くの来場者を誘致するため、様々なプロモーション活動を実施します。（予定）

TOPICS 来場者誘致のためのプロモーション活動
©Mitsubishi Aircraft Corporation ©JMSDF HP（http://www.mod.go.jp/msdf/） ©JMOD HP (http://www.mod.go.jp/)

©JAXA ©JAXA

※写真はJA2016の様子

※写真はJA2016の様子

※写真はJA2016の様子

出展者プレゼンテーション
出展者の皆さまが、それぞれの分野における最先端の技術・ソリュー
ションを紹介できる機会をご用意します。

出展者用広告
出展者の皆さまがご利用いただける、会場内や公式媒体への広告メ
ニューをご用意します。

ブース出展の効果を高めるPRの場をご用意します。

TOPICS 出展効果を高めるPRメニュー

Photo：JAEC
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ビジネス拡大の機会を創出します。
　また、関係省庁・機関等との連携を図り、商談の機会を創出します。

TOPICS ビジネスマッチング

多くの来場者を誘致するため、様々なプロモーション活動を実施します。（予定）

TOPICS 来場者誘致のためのプロモーション活動
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出展者プレゼンテーション
出展者の皆さまが、それぞれの分野における最先端の技術・ソリュー
ションを紹介できる機会をご用意します。

出展者用広告
出展者の皆さまがご利用いただける、会場内や公式媒体への広告メ
ニューをご用意します。

ブース出展の効果を高めるPRの場をご用意します。

TOPICS 出展効果を高めるPRメニュー
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広告展開・パブリシティ活動
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国際航空宇宙展2018東京　公式ウェブサイトからオンラインで
お申込みください。

国際航空宇宙展2018東京　公式ウェブサイトURL
 http://www.japanaerospace.jp/

国際航空宇宙展2018東京
［会場］ 東京ビッグサイト［会期］ 2018年11月28日　～30日水 金

［主催］ ［特別協力］ （予定）一般社団法人日本航空宇宙工業会 株式会社東京ビッグサイト

JAPAN
INTERNATIONAL
AEROSPACE
EXHIBITION
2018TOKYO

出展のご案内

会場アクセス 所要時間（交通状況により異なる場合がございます。）

新木場駅
下車徒歩
約7分

国際展示場駅

※大崎駅よりＪＲ埼京線相互直通運転。国際展示場駅から渋谷（約20分）、新宿（約
25分）、池袋（約31分）、大宮（約56分）、川越（約78分）の各駅を直接結びます。

りんかい線

東京
ビッグサイト

約5分

大崎駅
約13分

新橋駅
下車徒歩
約3分

国際展示場
正門駅

ゆりかもめ

東京
ビッグサイト

約22分

豊洲駅
約8分

車

都心方面
（東名、中央、関越、東北道） 台場出口から約５分

高速１１号線

千葉・葛西方面
（常磐、東関東、関越、東北道）

横浜・羽田方面
臨海副都心出口から約５分

豊洲出入口から約５分

高速湾岸線

高速10号晴海線

有明出口から約５分

豊洲出入口から約５分

高速湾岸線

高速10号晴海線

新橋方面 レインボーブリッジ
を渡り有明へ

一般道

銀座方面 晴海通りを経由し
有明へ

一般道

葛西方面 湾岸道路を経由し
有明へ

一般道

都営バス

東京ビッグサイト

東京駅八重洲口
（東16系統）

約40分

東京駅丸の内南口
（都05系統）

約40分

門前仲町
（門19系統）

約30分

豊洲駅
（東16系統）

約15分

横浜駅東口
（京急バス）

約50分

その他バス

東京ビッグサイト

※日の出桟橋は浜松町駅から徒歩7分
※不定期運行

日の出桟橋
東京

ビッグサイト
（有明客船ターミナル）

約30分

水上バス

空港バス（リムジンバス・京急バス） 

羽田空港 東京ビッグサイト
リムジンバス
京浜急行バス

約25分

成田空港
リムジンバス

約60分

※イベント開催時のみ運行の便もありますので、ご確認ください。
※ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

東京ベイ有明
ワシントンホテル

株式会社東京ビッグサイト
国際航空宇宙展2018東京　事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
Tel. 03-5530-1324　　Fax. 03-5530-1222
E-mail　 bigsight-ja@tokyo-bigsight.co.jp
http://www.japanaerospace.jp/

1.  標準小間
 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、
 小間番号板を主催者の負担で設置し
 ます。
　　 ※カーペットはありません。
　　 ※独立小間にはパネルは設置しません。
　　 また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。　

1.  出展小間料金
（１）一般（国内・海外）　

400,000円（税別）／1小間（9㎡）
（２）一般社団法人日本航空宇宙工業会の正会員及び賛助会員

380,000円（税別）／1小間（9㎡）
（3）官公庁、自治体、NPO法人、独立行政法人、学校等の公益法人、団体、海外大使館

360,000円（税別）／1小間（9㎡）
※1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ、高さ2.7ｍ）
※パッケージブースもご用意しています。別紙『パッケージブースのご案内』

をご参照ください。

2.  出展小間料金に含まれるもの
（１）出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
（2）招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
（3）主催者による企画運営費および広告宣伝費
（4）会場案内図および各種印刷物等への社名掲載
（5）主催者による安全管理費、要員費および警備費

3.  出展小間料金に含まれないもの
（１）出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
（2）自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
（3）各種印刷物等への広告掲載料
（4）自社出展物などに対して付保した損害保険料
（5）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
（6）法令および出展規則に基づく展示装飾等の改修費用
（7）その他、出展小間料金に含まれない費用

2.  小間規格（標準小間のみ）
 小間は以下の3種類があります。
 ● 並列小間
 ● 複列小間
　　   （4小間以上）
 ● 独立小間
　　   （10小間以上）

3.  小間位置
 各出展者の小間位置は、出展内容、出展規模、実演の有無、出展申込
 順等を考慮し、会場計画に基づき主催者が決定します。

1.  申込締切

2.  申込の保留・取り消し
 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、主催者は
 その受付を保留または拒否することがあります。

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

3m

2.7m

12m
3m

サイドパネル

複列（ダブル）小間・6小間例

6m

9m
6m

2.7m

サイドパネル

2017年7月 出展募集開始

2018年5月31日 出展申込締切

2018年6月29日 出展小間料金支払期限

出展者説明会2018年7月頃

搬入11月26日～27日

会期11月28日～30日

搬出（即日撤去）11月30日

開催概要

国際航空宇宙展2018東京
英文名称 ： JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE 
　　　　　EXHIBITION 2018 TOKYO
略　　称 ： JA2018 TOKYO

2018年11月28日（水）～30日（金）　3日間　

東京ビッグサイト　東7.8ホール（約15,000㎡）

一般社団法人日本航空宇宙工業会／株式会社東京ビッグサイト

東京都（予定）

経済産業省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、防衛省、他省庁
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、他関係機関・団体
各国大使館　等　（予定）

20,000人  （目標）

来場登録を実施します。

名　称

来場者数

会　期

［ 機体、機体装備品、機内装備品 ］
航空機、無人機、誘導飛翔体、機体関連機器･装備品、
電子･通信機器、機内インテリア･座席･映像機器　等

［ 航空機エンジン、エンジン関連機器 ］
航空機用エンジン、無人機用エンジン、誘導飛翔体用エンジン、
エンジン補機及び関連機器　等

［ 宇宙機器及びサービス ］
ロケット、衛星、宇宙機、ロケット打上げ、搭載機器、衛星画像、
測位情報、通信・放送サービス　等

［ 素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、検査･測定機器 ］
機体及びエンジン素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、
ドリル・工具、検査･測定機器　等

［ ＩＴソリューション、設計･試作支援 ］
ＩＴシステム、ソリューション、設計･試作支援、ソフトウェア開発、
シミュレーター　等

［ 運航、運航支援、サービス、販売、物流 ］
運航、空港整備及び地上機材、空港セキュリティ、
航空管制･地上局･通信、航空関連サービス、販売代理、輸送　等

［ 行政機関、研究機関 ］
官公庁、自治体、大使館、独立行政法人、大学、教育･研究機関、諸団
体、航空宇宙産業クラスター　等

［ その他 ］
報道･出版、模型･グッズ、旅行、アミューズメント、ゲームソフト、
意匠デザイン　等

会　場

入場方法主　催

特別協力

後援

小間規格について

出展小間料金について

スケジュール

お問合せ

2018年5月31日（木）申込締切

出展要項

出展対象

小間番号板

基礎小間（9m2）

2.7m

3m3m

3.  出展小間料金の支払い方法
 主催者が申込内容を確認後、請求書を発送します。

4.  キャンセル料
 原則、出展の取り消し・変更はできません。
 申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発生
 します。

2018年6月29日（金）支払期限

書面によるキャンセル通知を主催者が受領した日
2018年6月29日（金）以前
2018年6月30日（土）以降

キャンセル料
出展小間料金の10％
出展小間料金の100％

申込み方法について

申込締切及び出展小間料金の支払い方法について
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約50分

その他バス

東京ビッグサイト

※日の出桟橋は浜松町駅から徒歩7分
※不定期運行

日の出桟橋
東京

ビッグサイト
（有明客船ターミナル）

約30分

水上バス

空港バス（リムジンバス・京急バス） 

羽田空港 東京ビッグサイト
リムジンバス
京浜急行バス

約25分

成田空港
リムジンバス

約60分

※イベント開催時のみ運行の便もありますので、ご確認ください。
※ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

東京ベイ有明
ワシントンホテル

株式会社東京ビッグサイト
国際航空宇宙展2018東京 事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
Tel. 03-5530-1324　　Fax. 03-5530-1222
E-mail　 bigsight-ja@tokyo-bigsight.co.jp
http://www.japanaerospace.jp/

1.  標準小間
 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、
 小間番号板を主催者の負担で設置し
 ます。
　　 ※カーペットはありません。
　　 ※独立小間にはパネルは設置しません。
　　 また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。　

1.  出展小間料金
（１）一般（国内・海外）　

400,000円（税別）／1小間（9㎡）
（２）一般社団法人日本航空宇宙工業会の正会員及び賛助会員

380,000円（税別）／1小間（9㎡）
（3）官公庁、自治体、NPO法人、独立行政法人、学校等の公益法人、団体、海外大使館

360,000円（税別）／1小間（9㎡）
※1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ、高さ2.7ｍ）
※パッケージブースもご用意しています。別紙『パッケージブースのご案内』をご参

照ください。

2.  出展小間料金に含まれるもの
（１）出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
（2）招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
（3）主催者による企画運営費および広告宣伝費
（4）会場案内図および各種印刷物等への社名掲載
（5）主催者による安全管理費、要員費および警備費

3.  出展小間料金に含まれないもの
（１）出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
（2）自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
（3）各種印刷物等への広告掲載料
（4）自社出展物などに対して付保した損害保険料
（5）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
（6）法令および出展規則に基づく展示装飾等の改修費用
（7）その他、出展小間料金に含まれない費用

2.  小間規格（標準小間のみ）
 小間は以下の3種類があります。
 ● 並列小間
 ● 複列小間
　　   （4小間以上）
 ● 独立小間
　　   （10小間以上）

3.  小間位置
 各出展者の小間位置は、出展内容、出展規模、実演の有無、出展申込
 順等を考慮し、会場計画に基づき主催者が決定します。

1.  申込締切

2.  申込の保留・取り消し
 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、主催者は
 その受付を保留または拒否することがあります。

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

3m

2.7m

12m
3m

サイドパネル

複列（ダブル）小間・6小間例

6m

9m
6m

2.7m

サイドパネル

2017年7月 出展募集開始

2018年5月31日 出展申込締切

2018年6月29日 出展小間料金支払期限

出展者説明会2018年7月頃

搬入11月26日～27日

会期11月28日～30日

搬出（即日撤去）11月30日

開催概要

国際航空宇宙展2018東京
英文名称 ： JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE 
　　　　　EXHIBITION 2018 TOKYO
略　　称 ： JA2018 TOKYO

2018年11月28日（水）～30日（金）　3日間　

東京ビッグサイト　東7.8ホール（約15,000㎡）

一般社団法人日本航空宇宙工業会／株式会社東京ビッグサイト

東京都（予定）

経済産業省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、防衛省、他省庁
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、他関係機関・団体
各国大使館　等　（予定）

20,000人  （目標）

来場登録を実施します。

名　称

来場者数

会　期

［ 機体、機体装備品、機内装備品 ］
航空機、無人機、誘導飛翔体、機体関連機器･装備品、
電子･通信機器、機内インテリア･座席･映像機器　等

［ 航空機エンジン、エンジン関連機器 ］
航空機用エンジン、無人機用エンジン、誘導飛翔体用エンジン、
エンジン補機及び関連機器　等

［ 宇宙機器及びサービス ］
ロケット、衛星、宇宙機、ロケット打上げ、搭載機器、衛星画像、
測位情報、通信・放送サービス　等

［ 素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、検査･測定機器 ］
機体及びエンジン素材･部品、燃料等消耗資材、製造･加工機械、
ドリル・工具、検査･測定機器　等

［ ＩＴソリューション、設計･試作支援 ］
ＩＴシステム、ソリューション、設計･試作支援、ソフトウェア開発、
シミュレーター　等

［ 運航、運航支援、サービス、販売、物流 ］
運航、空港整備及び地上機材、空港セキュリティ、
航空管制･地上局･通信、航空関連サービス、販売代理、輸送　等

［ 行政機関、研究機関 ］
官公庁、自治体、大使館、独立行政法人、大学、教育･研究機関、諸団
体、航空宇宙産業クラスター　等

［ その他 ］
報道･出版、模型･グッズ、旅行、アミューズメント、ゲームソフト、
意匠デザイン　等

会　場

入場方法主　催

特別協力

後援

小間規格について

出展小間料金について

スケジュール

お問合せ

2018年5月31日（木）申込締切

出展要項

出展対象

小間番号板

基礎小間（9m2）

2.7m

3m3m

3.  出展小間料金の支払い方法
 主催者が申込内容を確認後、請求書を発送します。

4.  キャンセル料
 原則、出展の取り消し・変更はできません。
 申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発生
 します。

2018年6月29日（金）支払期限

書面によるキャンセル通知を主催者が受領した日
2018年6月29日（金）以前
2018年6月30日（土）以降

キャンセル料
出展小間料金の10％
出展小間料金の100％

申込み方法について

申込締切及び出展小間料金の支払い方法について




