出展案内

第37回 オートサービスショー2023
出展のご案内
当協会が主催するオートサービスショーにつきましては、多くの皆様からご支援をいただきき、昭和２３年以来これま
で３６回にわたり、
盛大に開催して参りましたことに対し、
厚く御礼申し上げます。
昨年６月に開催を予定しておりました
「第３７回オートサービスショー２０２１」
につきましては、新型コロナウイルス感
染拡大の影響により東京オリンピック・パラリンピックが延期されたことに伴い、東京ビッグサイトの会場施設を確保
できずショーの開催を中止いたしました。
ご出展を計画されていた皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことに
対し、深くお詫び申し上げます。
さて、
４年ぶりとなる
「第３７回オートサービスショー２０２３」
は、令和５年６月１５日から１７日までの３日間、東京ビッグ
サイトの東１・２・３ホールにおいて
「ヒトとクルマの未来を守る整備機器」
をテーマに開催する運びとなりましたので、
そ
の出展についてご案内申し上げます。
近年、衝突被害軽減ブレーキ、車線維持支援制御装置などの運転支援の先端技術を搭載した先進安全自動車
（ASV）
が急速に普及し、
また、全車速域定速走行、車間距離制御装置など、
自動運転技術を備えた次世代自動車
の実用化と普及に向けた開発が進められており、
これらの先進技術に対応した整備用機器の開発が求められてお
ります。
また、整備要員の人材確保が難しくなる中で、女性メカニックやシニア層を含め作業負担を軽減する省力化機器
等の導入も、
これまで以上に望まれております。
さらに、令和5年1月から実施される車検証のICカード化や令和６年１０月以降の継続検査において、車載式故障
診断装置を活用した新たな自動車検査手法（ＯＢＤ検査）
が開始されることから、設備及びシステムの導入に一翼を
担う展示会となることを目指してまいります。
オートサービスショーは、整備機器の製造・販売に携わる企業の皆様が一堂に会し、
自動車整備業界のニーズや
く場であり、
整備技術の高度化・省力化に対応する整備関連機器・システム等を多くの皆様にご高覧いただく場であ
り、加え
て、
より安全で確実な自動車検査・整備を推進し、
自動車の安全確保及び環境保全、
カーボンニュートラルへの対
応等に寄与するとともに、
自動車機械工具業界の事業活動を広く社会へアピールすることにより、業界の活性化に
も繋がる意義ある機会になると確信しております。
今回は、会場を前回の青海展示棟から東ホールへ再度移すとともに、屋外展示も復活して開催することとなりまし
た。当委員会では、
自動車整備業界を始め関係の皆様にご来場いただくため、
オートサービスショーの広報宣伝活動
を業界団体や関連報道機関を通じて積極的に行い、併催行事として自動車整備セミナー等を計画するなど、出展
者の皆様と来場者の皆様にご満足していただけるショーの企画運営に全力で当たる所存です。
つきましては、我が国最大規模の自動車整備機器実演展示会である
「第３７回オートサービスショー２０２３」
に、何
卒ご出展を賜りますよう、
ここにご案内申し上げます。

一般社団法人日本自動車機械工具協会
第 37 回オートサービスショー 2023 委員会
委員長 中 谷 宗 平
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開催概要
名

称

テ ー マ
会

期

開 会 式

第３７回オートサービスショー２０２３
【The 37th AUTO SERVICE SHOW 2023】
「ヒトとクルマの未来を守る整備機器」
【Automotive service equipment for your better future】
２０２３年６月１５日
（木）
〜１７日
（土）
［３日間］
２０２３年６月１５日
（木）９
：
３０ 〜 ９
：
５０

開場時間

１０
：
００〜１７
：
００
※ただし、最終日は１６
：
００まで

会

場

東京ビッグサイト
［東京国際展示場］ 東１・２・３ホール及び屋外
〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1 ＴＥＬ
：03-5530-1111
（代）
[展示面積]屋内：25,690㎡、屋外：約1,260㎡

主

催

一般社団法人日本自動車機械工具協会

開催事務局

オートサービスショー事務局

後
援
(申請予定)

国土交通省、経済産業省、独立行政法人自動車技術総合機構、
軽自動車検査協会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、
一般社団法人日本自動車機械器具工業会

協
賛
(申請予定)

一般社団法人日本自動車会議所
一般社団法人日本自動車部品工業会
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
公益社団法人日本バス協会
一般社団法人全国自動車標板協議会
公益財団法人日本自動車輸送技術協会
全日本自動車部品卸商協同組合
日本機械輸出組合
日本自動車車体整備協同組合連合会
全国石油商業組合連合会
石油連盟
全国自動車大学校･整備専門学校協会
一般社団法人日本自動車車体補修協会
株式会社日刊自動車新聞社
株式会社交通毎日新聞社
株式会社自動車新聞社
株式会社公論出版
株式会社交文社
株式会社自動車春秋社
株式会社RK通信社

入 場 料
併催行事

一般社団法人日本自動車工業会
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
一般社団法人全国石油協会
一般社団法人日本自動車連盟
公益社団法人全日本トラック協会
一般社団法人全国ﾊｲﾔｰ・ﾀｸｼｰ連合会
一般社団法人自動車用品小売業協会
日本自動車輸入組合
一般社団法人日本自動車部品協会
全国自動車電装品整備商工組合連合会
全国石油業共済協同組合連合会
全国タイヤ商工協同組合連合会
公益財団法人日本自動車教育振興財団
株式会社日刊工業新聞社
株式会社せいび広報社
株式会社プロトリオス
株式会社油業報知新聞社
モータービジネス株式会社
株式会社燃料油脂新聞社
（順不同、名称は２０２2年8月現在）

一般１,０００円
（学生５００円）
（消費税込／登録制）
※ＷＥＢ事前登録者及び中学生以下は無料。
自動車整備セミナー、機工協ＰＲコーナー、各種イベント等を予定
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出展要項
出展内容

(1) 自動車整備検査機器、工具、車体整備機器、電装整備機器、塗装機器、洗車洗浄機器
及び関連機器
(2) 自動車整備事業所が使用するハードウェア、
ソフトウェア及び関連商品
法令に違反する商品や事故防止対策が不十分な機器
（試作機等を含む）
及び
公序良俗に反する物品等の展示・実演はできません。

募集予定
小 間 数

出

展

料

屋内展示：
１０００小間【Ａ小間換算
（2.97m×2.97m）
】

小間種別

小間サイズ

価格
（消費税込）

屋内Ａ小間

2.97m×2.97m

282,700円

屋内Ｂ小間

5.94m×5.94m

1,074,700円

屋外

6.00m×6.00m

358,600円

(1) 屋内展示小間
（各ホール共通）
※小間割付けの都合上、変形小間になる場合がありますので、
ご了承願います。
※屋内展示小間は原則として１社１スペースとさせていただきます。
(2）
高さ制限
※隣接小間、後面、通路から1ｍ以内は高さ2.7ｍ以下、それ以外は5ｍ
以下です。

展示小間

基礎小間
仕
様

(1) 基礎小間の仕様はオクタノルムシステムパネルによる基本構成で、使用パネルは白
ビニールコーティング合板システムです。使用されているビーム及びパネルの切
断、釘打ち、穴あけ、
テープ貼り、表具等の加工は一切できません。
(2) 基礎パネル
（バック・サイド）
は隣接する出展者との境界に設けます。角小間の場合、
原則として通路側のサイドパネルはつきません。
(3) 基礎小間にはパラペット、展示台、
カーペット、照明等はつきません。装飾・施工費は
すべて出展者の負担となります。
(4) 四方が通路となる独立小間
（島小間）
については、基礎パネル、社名板等を設けませ
んので、出展者の費用負担において施工してください。
※基礎小間製作費は出展料に含まれております。
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(1) 屋内Ａ小間
2.97ｍ

2.97ｍ

5.94ｍ

8.91ｍ

2.97ｍ
Ａ小間×1

2.97ｍ
Ａ小間×2

Ａ小間×3

(2) 屋内Ｂ小間
5.94ｍ

申 込 み
小間形状例

5.94ｍ

17.82ｍ

11.88ｍ

5.94ｍ

Ｂ小間×1
（Ａ小間換算：4小間）

11.88ｍ

Ｂ小間×3
（Ａ小間換算：12小間）

8.91ｍ

11.88ｍ

Ｂ小間×4

5.94ｍ

5.94ｍ

（Ａ小間換算：16小間）

Ｂ小間×1.5
Ｂ小間×2

（Ａ小間換算：6小間）

（Ａ小間換算：8小間）

出展申込み
締 め 切り

申込み手続

2022年11月30日
（水）

※但し、募集予定小間数になり次第
締め切ります。

(1) 出展については、第37回オートサービスショー2023ホームページからお申し込
みください。
申込みの受付後、
オートサービスショー事務局
（以下、事務局という。）
より出展料の
１/２を予約金としてご請求いたしますので、下記振込み指定銀行までお振込み願
います。なお、請求書には振込み期限を明記しますので、期日の厳守をお願いしま
す。はじめて出展を希望される場合は事前に事務局までご連絡ください。
(2) 事務局では出展申込書及び予約金の入金を確認後、出展会社宛に受付登録確認
書を送付いたします。
(3) 出展料の残金につきましては２０２３年2月下旬にご請求いたしますので、期日まで
に入金願います。
※振込手数料は出展者の負担となります。
◎口座名：一般社団法人日本自動車機械工具協会
「普通預金」

振込み指定
銀
行

出展受付
に際する
注意事項

諸
の

経 費
負 担

銀
みずほ銀行

行
六本木支店

口座番号
２１８５５７２

(1) 出展の申込みは、予約金の納入をもって正式受付とさせていただきます。
(2) 請求書に明記された支払期限までに出展料残金の入金がないときは、申込みを取
り消させていただく場合があります。
(3) 既納された予約金を含む出展料は、後日出展を取り消されても返金いたしません。
(4) 出展のお申込みにて入力された名称、所在地、氏名等は、出展者リスト作成、小間割
付け及びご案内状送付用の資料となります。また、入力内容に変更が生じた場合に
は速やかに事務局まで届け出てください。
(5) 出展者が予定する出展物について、事務局が本展示会の趣旨にそぐわないと判断
した場合、出展物の変更又は出展をお断りすることがあります。
(6) 出展申込後に送信されるメールは、各出展者の責任で保管願います。
事務局の施工によるものを除いて、出展者の行為に属する費用
（出展物の搬入、搬出、
展示､実演､撤去､保険など）
は全て出展者の負担とします。
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小 間 割り

小間の配置は、申込み小間数、出展物の種類、過去の出展実績、出展申込み順、会場の
物理的な条件等を勘案して事務局で決定します。出展者は、小間割りに対して苦情の
申し出はできません。なお、小間割りは出展者説明会で発表いたします。

展示ホール

(1) 東京ビッグサイトは完全分煙化しており、共用部分は全面禁煙となっております。
喫煙は所定の喫煙所をご利用ください。
(2) 展示ホール内の天井照明は、
４００ルクス以上です。

実演及び
小間装飾
の 規 制

(1) 展示設計は出展者の自由ですが、
展示ホールの構造及び設備による制限、
事務局による
規制、消防法の規制、東京都火災予防条例等による制限がある場合や消防署の事
前承認が必要となる場合がありますのでご注意ください。
下記イからニに該当する場合は、事務局へ事前に相談してください。
イ．
天井構造(塗装ブース等)の出展物及びアドバルーンの設置
ロ．
実演(実車、溶接、焼却、洗車洗浄等)を伴う出展
ハ．
消防法に定める危険物
（第１類〜第６類）
、指定可燃物及び可燃性ガス等の持込み
を伴う出展
ニ．
海外から持ち込まれた防炎対象物品等(装飾物、
カーペット等)の出展
(2) 小間内において水を使う実演
（洗車機及び洗浄機等）
を行う場合は、
来場者並びに周囲
の出展者に対して迷惑を及ぼさないよう、出展者の責任において必ず床面及び側
面等に必要な処置を講じてください。
（この場合、
イベント保険等へのご加入をお勧めします。）
なお屋内で実演する場合、床面には電気ピットがありますので特に注意してくださ
い。
(3) 商品等の説明をする場合は、自己小間内に客席スペースを用意し、通路を客席化す
るようなレイアウトはしないでください。
(4) 実演及び小間装飾において、周囲の出展者に対し迷惑
（騒音・臭気等）
を及ぼすもの
は避けてください。
(5) 出展物、装飾、照明器具、スピーカー、
アドバルーン等の高さは、床面から2.7ｍ以内
に、かつ、小間から出ないよう注意してください。
床面からの高さが2.7ｍを超える場合は、火災感知器、補助散水栓等の消防設備を
追加設置するよう指導される場合がありますので、該当する出展者は、必ず事前に
事務局までお問い合わせください。※隣接小間のない独立小間についても同様と
します。
※出展物の搬出は最終日
（6月17日）
の２２時までにリース品を含めすべて撤去していた
だきますのでご注意願います。

禁止行為

出展者による次のような行為は禁止します。
(1) 割り当てられた小間の全部または一部を無断で第三者に譲渡・貸与することや相互交
換すること
(2) 自己小間以外で商品を展示・実演することや来場者への説明を行うこと
(3) 商品の即売及び賞品の抽選等を行うこと
(4) 小間内で
「売約済み」
を表示することや購入者の名前及び販売数量等を表示する
こと
(5) 自己小間以外の場所、
通路等で商品カタログ、
宣伝パンフレット等を配布することや
アンケート調査をすること
(6) 廃油、洗浄剤、化学薬品等を含む排水を施設内の排水口等へ直接流すこと
(7) 爆発物、放射性危険物及び有害物質等危険物品を展示・実演すること
(8) 人体に損傷を与える危険がある物品を展示・実演すること
(9) 事故防止対策が不十分な機器等を展示・実演すること
(10) 模倣品・偽造品・輸出入または販売が禁止されている物品等を展示・実演すること
(11) 展示ホール内及び指定場所以外で喫煙すること
※その他の禁止行為については、主催者の裁量によりその都度決定します。
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事故防止

(1) 事務局は、会場内の保全・管理・秩序の維持等において支障があると判断した展示・
実演については、出展者に対し必要な対策を要請することがあり、その対策が不十
分と判断した場合は、実演の制限または中止を命ずることがあります。
(2) 小間内での出展物・装飾物の落下その他の事故については、当該出展者の責任とな
ります。万一、事故発生の際には直ちに安全を確保するとともに事務局にご連絡くだ
さい。

開 催
中 止

主催者は、天災、事変、
またはやむを得ない事由があるときは、
オートサービスショーの
開催を変更、中止または中断することがあります。出展料は会期前に中止が決定した場
合に限り、必要経費を差し引いた後、残った金額については出展料の割合に応じて返還
します。
ただし、
オートサービスショーの中止等によって生じた出展者の如何なる損害に対して
も主催者は責任を負いません。

の
等

会期及び
開場時間
の 変 更

主催者が特に必要と認めたときは、会期及び開場時間を変更することがあります。
この場合、変更によって生じた如何なる損害に対しても主催者は責任を負いません。
なお、出展者はこの変更を理由として出展申込みを取り消すことはできません。

展示資材
の節約と
廃棄物の
処
理

小間内で使用する展示資材については、省資源、省エネルギーのためにも計画段階か
ら再利用、節約等を図るよう工夫してください。また、廃棄物については出展者の責任
と費用負担で処理してください。

出展申込
みお問い
合 わ せ

一般社団法人日本自動車機械工具協会
オートサービスショー事務局
〒162-0824 東京都新宿区楊場町2-26 SKビル4F
株式会社工芸社内
TEL: 03-6457-5310 / FAX: 03-5801-0795
E-mail: as-show@kogeisha.co.jp

出
説

小間割り発表、搬入出、電気、水道、臨時架設電話、装飾、実演、危険物の取扱い及び需
品等の細目については、
２０２３年２月に開催予定の出展者説明会において詳しくご説
明いたします。出展者説明会の会場及び日時については別途ご案内いたします。なお、
ご不明の点は遠慮なく事務局までお問い合わせください。

展
明

者
会

広告宣伝
活
動

スケジュール

(1) パンフレット等により自動車整備事業者の方々へご案内いたします。
(2) 会期前/会期中を通じ、新聞、雑誌、
ポスター、
ホームページ、ダイレクトメール等に
よる広告宣伝を展開いたします。
(3) 報道機関を通じＰＲ活動に努めます。
(4) 海外来場者への案内状の送付、海外関連団体への情報の提供等を通じ、海外来場
者の誘致を積極的に進めます。
出展募集開始 ：２０２２年 ９ 月上旬
出 展 締 切 ：２０２２年１１月３０日
（水）
出展者説明会 ：２０２３年 ２ 月
（予定）
搬 入 日 ：２０２３年 ６ 月１３日
（火）
〜 １４日
（水）
会
期 ：２０２３年 ６ 月１５日
（木）
〜 １７日
（土）
搬 出 日 ：２０２３年 ６ 月１７日
（土）
【２２時搬出完了】
※搬出は会場の都合により即日搬出完了となりますのでご注意願います。

出展者並びにその代理者は、以上の規定に対し事務局より違反の指摘を受けた場合は、速やかに改善し
なければなりません。改善されない場合は、出展者の資格を失うこととなり、出展者の費用負担でその
違反物を撤去していただきます。
この場合、出展者並びにその代理者は如何なる異議、損害賠償の申し立てもできません。また、次回以降
の出展につきましてもお断りさせていただきますのでご注意ください。

6

◎東京ビッグサイトへの交通アクセス（会場周辺図）
《会場に関するお問い合わせ先》
：03-5530-1111
（代）
株式会社 東京ビッグサイト https://www.bigsight.jp/ 〒135-0063 東京都江東区有明３−１１−１ ＴＥＬ
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◎第３６回オートサービスショー２０１９実績
（参考）
開

催

日

ー

マ

会
テ

場

出 展 者 数
小

間

数

入 場 者 数

令和元年５月１６日
（木）
〜１８日
（土）
［３日間］
東京ビッグサイト
（東京国際展示場）
〔青海展示棟

A・Bホール〕

「次世代へ 変わるクルマと自動車整備」
111社・団体
860小間【Ａ小間
（2.97m×2.97m）換算】
3日間合計

37,245人

5/16（木）9,024人、5/17
（金）16,135人、5/18
（土）12,086人

一般社団法人 日本自動車機械工具協会

オートサービスショー事務局

〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-26 SKビル4F 株式会社工芸社内

TEL:03-6457-5310 FAX:03-5801-0795 E-mail : as-show@kogeisha.co.jp
一般社団法人
〒160-0022

日本自動車機械工具協会

東京都新宿区新宿7-23-5

TEL:03-3203-5131 FAX:03-3208-2157
https://www.jasea.org/autoservice/

7-23-5, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan Telphone:81-3-3203-5131 TelFax:81-3-3208-2157

