
前⼤会記録動画をYoutubeで公開中！

インテックス⼤阪は、皆さまに安全に当施設をご利⽤いただくために、
2017年より安全についての知識と意識作りを⾏う「安全⼤会」を開催しています。

開催⽇：2022年8⽉26⽇（⾦）
会 場：インテックス⼤阪 5号館
主 催：インテックス⼤阪運営共同企業体
招待者：インテックス⼤阪を利⽤する催事主催者・運営会社（約 200 名招待予定）、

⽇本ディスプレイ業団体連合会加盟社（ODA ・東デ協）、その他設営・⼯事関係業者
協賛出展企業：安全⽤品取扱い企業、安全・安⼼に関する展⽰・提案が出来る展⽰会⽀援企業等

開催概要 インテックス⼤阪安全⼤会 2022

2022年1⽉28⽇(⾦)にコロナ禍での開催となりましたが、251名もの⽅に
ご参加いただきました。施設ご利⽤の際の安全への注意事項だけではなく、
感染症対策の事例紹介やマニュアル
作成時のポイントなど、⽇ごろ当施
設をご利⽤の皆様が、お悩みのテー
マの解決の場としてもご活⽤いただ
いています。

「インテックス⼤阪安全⼤会 2021」の様⼦

※写真は2017展のものです。

2022年8⽉、今年度も安全⼤会を開催します。
インテックス⼤阪は、より安全に当施設をご利⽤いただけるように2022年8⽉26⽇(⾦)に「インテックス⼤阪

安全⼤会 2022」を開催します。
当施設は、2021年度には148件もの催事でご利⽤をいただき、ご利⽤の皆様のご協⼒により⼤きな事故もなく、

無事に開催することが出来ました。今後も安全パトロールや本⼤会を通じて、安全管理を徹底し、労働災害の
撲滅に向けて取り組んでまいりますので、ご参加のほど宜しくお願い申し上げます。

ご来場予約⽅法や、プログラム等につきましては決まり次第、ご連絡いたしますので今しばらくお待ちくだ
さい。

協賛出展の詳細は裏⾯をご確認ください。



インテックス⼤阪は、本⼤会の開催趣旨に賛同し、労働災害のない安全な会場づくりを共創する
パートナーを募集します。

協賛出展のご案内

■1⼩間 20,000円（税込）
※スペースのみ。社名版、壁⾯装飾、コンセント、照明等は含まれていません。
※パイプ椅⼦、⻑机(W1800*D450*H700)については無償でご提供させていただきます。

安全保護具・安全⽤品/イベント開催⽀援ツール/装飾業者 など出展対象

来場対象 催事主催者・運営会社/装飾業者/設備管理会社 など

協賛出展申込期限：2022年7⽉11⽇(⽉)

「インテックス⼤阪安全⼤会 2022」協賛出展規約
一般財団法人大阪国際経済振興センター（ 以下、｢甲｣という。）、協賛出展申込者（以下、｢乙｣という。）は、令和4年
(2022年)8月26日(金)インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102）にて開催する「インテックス大阪 安全大会 2022」
(以下、「本大会」という。)協賛出展にあたり、本協賛出展契約条項を遵守し、契約を締結する。

■ 協賛出展申込期限
第1条 乙は令和4年(2022年)7月11日(月)までに甲に対して所定の協賛出展申込書を提出（上記 Emailを通じた送信を含む。
以下同じ。）し､甲がこれを受領した時をもって本協賛出展契約条項に基づく協賛出展申込および契約申込が行われたものと
する｡
2．甲は､第4条に定める協賛出展規模分の申込を承諾した旨、第8条に定める共同協賛出展を承諾する場合はその旨を協賛出
展申込承諾書にて乙にE-mailにて通知する｡

■ 協賛金
第2条 通常申込時の協賛金は、協賛出展申込書に定型で印字記載されているとおりとする。
2．前項の各料金に含まれるもの及び含まれないものについては、協賛出展案内に記載のとおりとする。
3．甲は、第4条に定める協賛出展規模、第8条に定める共同協賛出展の諾否に基づき協賛金を乙に対しE-mail にて請求する。
4．乙は甲が請求する協賛金を、請求書に記載する期日又は次条2項に記載する期日のいずれか早い期日までに所定の振込先
に支払わなければならない。

■ 協賛金支払
第3条 前条3項の甲の請求に基づき、乙は下記に記載の振込先に前条4項の期日までに支払わなければならない。
--------------------------------------------------------
振込銀行：池田泉州銀行／本店営業部
預金種目：普通預金
口座番号： 35152
口座名義：一般財団法人大阪国際経済振興センター
銀行住所：〒530-0013大阪市北区茶屋町18-14
--------------------------------------------------------
2. 最終支払締切日は以下の通りとする。

支払期日 :令和4年(2022年)8月10日(水)
3. 支払方法 :日本円にて銀行振込 (振込手数料は乙負担とする)

■ 協賛出展規模および協賛出展場所
第4条 協賛出展規模は､乙が所定の協賛出展申込書に記載する希望小間数に基づいて甲が調整し､協賛出展申込承諾書にて乙
にE-mailにて通知する規模とする。また、協賛出展場所については甲が行う小間割当によって決定する。小間割当決定後､甲

は乙に対して協賛出展場所を通知する。この協賛出展規模および協賛出展場所について､乙は甲に対して異議・変更の申し出
を行うことは出来ない。（以下、この協賛出展規模と協賛出展場所とを「協賛出展スペース」という。）

■ 契約の成立および協賛出展スペースの使用権
第5条 甲が第1条2項に定める承諾した旨を協賛出展申込承諾書にて乙にE-mailにて通知した時をもって契約成立とし、甲が
第2条4項に定める期日までに乙からの協賛金の完納を確認できた時をもって、乙は協賛出展者として協賛出展スペースの使
用権を取得する。なお、協賛金入金後に乙が協賛出展申込取消を書面にて行い甲がこれを承認した場合､または乙が第2条4項
の期日までに協賛金を入金しない場合、或いは、甲の請求書の内容に合致しない場合は、協賛出展契約は何らの意思表示な
く当然に解除となり、乙は協賛出展スペースの使用権を取得しなかったものとする｡ また､この場合理由のいかんにかかわら
ず､甲は乙に対して既納の料金を返金しない｡

■ 協賛出展スペースの使用期間
第6条 乙の協賛出展スペース使用期間は､令和4年(2022年)8月26日(金)の会期中および会期前後の期間のうち､甲が別途乙に対
して通知する搬入開始日時から搬出終了日時までの期間とする。なお、期間満了前であっても乙が第18条に定める原状回復
をしたものと甲がみなした場合、乙はその使用権を失う。

■ 協賛出展スペースの譲渡等の禁止
第7条 乙は協賛出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わず、第三者に対して担保に供し、譲渡し、貸与し、も
しくは使用させ、または協賛出展者相互間で交換することはできない。ただし、事前に甲に書面で届け出てその承諾を得た
場合は、共同協賛出展者または内部協賛出展者に対して協賛出展スペースの一部を使用させることができる。

■ 共同協賛出展者
第8条 乙が甲に対して提出する所定の協賛出展申込書に共同協賛出展者を記入し、甲が承諾した場合は、乙は協賛出展ス
ペースを当該共同協賛出展者（最大2者まで）と共同で使用し、または一部を当該共同協賛出展者に使用させることができる。
但し、乙は、自らも協賛出展スペースを使用することとし、協賛出展スペースの全てを当該共同協賛出展者に単独で使用さ
せることはできない。
2．前項本文の場合において、共同協賛出展者の行為は乙の行為とみなし、乙は共同協賛出展者の行為について一切の責任を
負うものとする。

■ 協賛出展契約の解除･変更
第9条 乙は協賛出展契約を解除･変更することはできない。ただし甲に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの

限りではない。乙が契約を解除する場合、甲は乙に既納の協賛金およびその他各種料金を返還しない。また、契約変更によ
り既納の料金の減額が生じた場合においても、甲は乙に減額分を返還しない。
2. 乙がつぎの各号のいずれかに該当する場合、甲は何等の催告なく協賛出展契約を解除･変更することができる。この場合、
甲は乙に既納の料金を返還しない。また、これにより乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）に生じる損害等
についての責任を一切負わない。
(1) 本大会の開催趣旨に反する恐れがあるものと認められる場合
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるものと認められる場合
(3)他の協賛出展者に不都合が生じる恐れがあるものと認められる場合
(4)会場となる建物またはその設備に損害を与える恐れがあるものと認められる場合
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係 企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等（総称して「 反社会的勢力」とい
う。）と判明した場合や本展示会にふさわしくないと甲が判断した場合
(6)協賛出展申込書に虚偽の記載をしていた場合
(7)協賛出展申込書の記載事項に変更が発生し、甲の承諾を得られない場合
(8)本協賛出展契約条項、および甲が別途定める｢協賛出展者マニュアル」その他の規程に反した場合、または甲の指示に従
わない場合
(9)共同協賛出展者または内部協賛出展者が前八号のいずれかに該当する場合
(10)その他本大会の管理、運営上支障があるものと認められる場合
3．会期中、協賛出展契約が解除された場合、乙は一切の協賛出展行為を即時中止し、甲の指示に従い直ちに第18条に定める
原状回復をしなければならない。

■ 損害賠償
第10条 前条2項各号の該当及び前条2項による解除によって甲に損害が生じた場合、甲は乙に対してその賠償を請求するこ
とができる。

■ 大会開催の変更および中止
第11条 天災その他不可抗力等甲の責めに帰し得ない原因によって、甲は会期を変更または開催を中止することがある。
2. 前項により会期を変更する場合、甲は何らの通知なく協賛出展契約を変更することができる。乙はこの変更を理由として
協賛出展契約を解除･変更することはできない。なお、甲はこれにより乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）
に生じる損害等についての責任を一切負わない。

3. 第1項により開催を中止する場合、甲は何らの催告なく協賛出展契約を解除することができる。甲はこれにより乙（共
同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）に生じる損害等についての責任を一切負わない。
■ 主催者の管理と免責
第12条 会期および搬入出期間中、甲は協賛出展物をはじめとする会場全般の管理および保全について最善の注意を払い、
本大会の円滑な運営に努めなければならない。なお、この実施に当り、乙に対し搬入協賛出展示および実演等の中止・制
限その他必要な措置を求めることができる。この場合、乙は必要な措置を即時取らなければならない。
2. 乙が前項の措置を即時取らない場合、甲は自らの判断により必要な措置をとることができる。また、これに要する費用
を乙に請求することができる。なお、甲はこれにより乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）に生じる損害
等についての責任を一切負わない。

3. 甲は、天災その他不可抗力等甲の責めに帰し得ない原因によって乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）
の協賛出展物・装飾物等に生じる損害または盗難等についての責任を一切負わない。

■ 協賛出展者の管理
第13条 会期および搬入出(輸出入を含む) 期間中、乙は自らの責任と費用で協賛出展物･装飾物等を管理し、搬入協賛出展
示および実演等に際し、本協賛出展契約条項および甲が別途定める｢協賛出展者マニュアル｣その他の規程に基づき、本大
会の円滑な運営に努めなければならない。
2. 乙は自らまたはその代理人の不注意、故意、過失等によって甲または第三者に生じる損害等についての責任を一切負わ
なければならない。
3. 共同協賛出展者および内部協賛出展者については、前二項を準用する。
4. 乙は、前項によって準用される本条第1項または第2項の規定による共同協賛出展者および内部協賛出展者の責任につい
て、共同協賛出展者および内部協賛出展者と連帯してその責任を負わなければならない。

■ 協賛出展物
第14条 乙は、甲が別途定める協賛出展案内中の協賛出展物を協賛出展対象として指定し、かつ事前に甲の承認を受けた物
のみを展示することができる。

2. 乙が前項に違反する物を協賛出展した場合、甲は乙に対し即時撤去を求めることができる。この場合、乙は当該協賛出
展物を即時撤去しなければならない。
3. 乙が前項の即時撤去を行わない場合、甲は自らの判断により当該協賛出展物の撤去の他しかるべき措置を取ることがで
きる。また、これに要する費用を乙に請求することができる。乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）は甲
に対してこれについて一切の請求・異議の申し立て等はできない。また、甲はこれにより乙（共同協賛出展者および内部
協賛出展者を含む。）に生じる損害等についての責任を一切負わない。

■ 設備使用等に伴う支払義務
第15条 乙は甲が提供する設備またはサービス（以下、これらを「附帯設備等」という。）を必要とする場合、甲が別途定
める「協賛出展者マニュアル」に定める手続きを取り、所定の料金を所定の期日までに支払わなければならない。
2. 共同協賛出展者または内部協賛出展者が附帯設備等を必要とする場合、乙がこれに関する一切の手続きと支払いを行わ
なければならない。

■ 装飾施工
第16条 装飾施工は、乙が自らの責任と費用において協賛出展スペース内で行わなければならない。
2. 乙は、装飾施工については甲が別途定める「協賛出展者マニュアル」に記載する事項を遵守しなければならない。

3. 乙が前項に違反する装飾施工をした場合、甲は即時改修を求めることができる。この場合、乙は当該装飾物を即時改修
しなければならない。
4. 乙が前項の即時改修を行わない場合、甲は自らの判断により当該装飾物の改修の他しかるべき措置を取ることができる。
また、これに要する費用を乙に請求することができる。甲はこれにより乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含
む。）に生じる損害等についての責任を一切負わない。

■ 立ち入り点検
第17条 甲またはその代理人は会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、あらかじめ乙に通知した

うえで協賛出展スペース内に立ち入り、これを点検し適宜の措置を取ることができる。ただし、緊急等により甲があらか
じめ乙に通知することができない場合、事後の報告をもって足りることとする。
2. 前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければならない｡

■ 原状回復
第18条 協賛出展スペースの使用期間が満了するまでに、乙は自らの費用で協賛出展スペース内の協賛出展物･装飾物その
他一切の物件を撤去のうえ、協賛出展スペースを原状に回復して甲に返還（以下、これらを「原状回復」という。）しな
ければならない。
2．使用期間中に第9条または第11条により協賛出展契約が解除された場合、乙は直ちに前項の原状回復をしなければなら
ない。
3. 乙が前二項の原状回復をしなかった場合、甲は協賛出展スペース内の協賛出展物・装飾物その他一切の物件の所有権を
乙が放棄したものとみなして、これを任意に処分することができる。また、これに要する費用を乙に請求することができ
る。乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）は甲に対してこれについての一切の請求・異議の申し立て等は
できない。
4. 乙（共同協賛出展者および内部協賛出展者を含む。）は、協賛出展スペースの原状回復にあたって、甲に対して協賛出
展物・装飾物その他の物件の買取り、移転料その他の請求は一切できない。

■ 禁止事項
第19条 乙は次の行為をすることはできない。
(1) 協賛出展物を即売すること。（協賛出展物に関連する書籍類他甲が認めるものは除く。）
(2) 会場の建物および敷地内において、協賛出展スペース以外で協賛出展物の展示もしくは装飾施工またはカタログの配
布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場合、この限りではない。
(3) 他の協賛出展者や来場者ならびに甲に迷惑となる行為を行うこと。
(4) 協賛出展スペースを含む会場の建物･設備もしくは敷地に損害を及ぼす様な行為を行うこと。
(5) 協賛出展契約上の権利を第三者に対して譲渡または担保に供すること。

(6) 本協賛出展契約条項、および甲が別途定める「協賛出展者マニュアル」その他の規程において禁止された行為を行う
こと。

■ 規程の遵守
第20条 乙は本協賛出展契約条項､および甲が別途定める「協賛出展者マニュアル」その他の規程等を遵守しなければなら
ない。また、甲はやむを得ない事情により諸規程を変更することができる。乙はあらかじめこれに同意し、変更後の新規
程等を遵守しなければならない。

■ 補償
第21条 乙が他社展示ブース、甲の運営設備、会場設備または人身等に損害を与えた場合は、その補償は乙の責任とする。
甲は一切責任を負わない。

■ その他
第22条 本協賛出展契約条項に定めのない事項については、甲が別途定める「協賛出展者マニュアル」等の規程によるもの
とする。その他の定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲の決定するところによるものとし、これを乙に
通知する｡

■ 管轄裁判所
第23条 甲および乙が本協賛出展契約から生ずる全ての紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする
ことに合意する。この場合、規程の解釈に当ってはすべて日本語の規程および日本の法規に従うものとする。



インテックス⼤阪安全⼤会 2022協賛出展申込書

協賛出展申込期限：2022年 7⽉ 11⽇(⽉)

申込法⼈

会社名

住所
〒

HP https://

実務担当者
⽒名

(フリガナ)

部署・役職

TEL MAIL ＠

出展申込 1⼩間 20,000円(税込)  × ⼩間 = 円
※スペースのみ。壁⾯装飾、コンセント、照明等は含まれていません。

装飾 □⾃社で施⼯する □施⼯を依頼する（依頼先 ）
□事務局⼿配の協⼒会社に依頼する □不要

電気 □⾃社で施⼯する □事務局⼿配の協⼒会社に依頼する □不要

危険物の持込 □あり □なし
※消毒⽤アルコールは主催者側で⼗分な量を⽤意しますので、お持ち込みにならないようお願いいたします。

椅⼦・机
※無償提供させて
いただきます

パイプ椅⼦ 脚 ⻑机(W1800*D450*H700) 台

請求先
※申込法⼈と
異なる場合のみ

会社名

住所
〒

担当者
※実務担当者と
異なる場合のみ

⽒名

(フリガナ)

部署・役職

1.協賛出展規約への同意
当社（出展申込者）は2022年8⽉26⽇(⾦)に開催される本⼤会への出展を申込みし、別紙協賛出展規約および主催者が必要と認める
その他の追加規約を遵守することに同意します。ただし、本申込は主催者からの「協賛出展申込承諾書兼協賛⾦請求書」の発⾏を
もって成⽴するものとします。

□

2.協賛出展申込

[申込・問合先]

⼀般財団法⼈⼤阪国際経済振興センター運営管理部 担当：伴海(ばんかい)・⼭本
TEL：06‐6612‐8805 / MAIL：intex‐anzen@intex‐osaka.com
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