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締切 :７月２７日まで
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その他施設

※スペースブース：設置費別当
Shinhan Bank Myeongdong Branch

Account Number:180-007-356911,(Swift Code:SHBKKRSE / Account Opener:KOTFA Co.,Ltd.)
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第1条 用語の概要

第8条 写真およびビデオ撮影

1.「出展者」
とは、本展示会参加のために参加申請書を提出し、参加費を納めた会社、組合、企業、団体を言う。

1.主管は、展示会場で行われるすべてのイベント、
ブース、展示品についてメディア広報を目的とする写真や映像

2.「展示会」
とは、
「第21回 釜山国際観光展 (The 21st Busan International Travel Fair))」を言う。

の撮影をすることができる。

3.「主催者」
とは、
「釜山国際観光展委員会」を言い、
「主管者」
とは、
「釜山広域市観光協会と(株)KOTFA」を言う。

第9条 設置及び撤去

第2条 展示会の日程

設置及び撤去は主管者が、規定した期間内に完了しなければならない。出展者は期間延長による損失が発生し

た場合には、延長料金や展示場損傷に対して主管者に償わなければならない。

・展示会期間 : 2018.9.7(金)～10(月)
・観覧時間 : 10:00～18:00

第10条 出展者IDカード

・参加受付締切 : 2018.7.27(金)

・附帯申請書類の締め切り: 2018.8.10(金)

出展者にはブースごとに3つの出展者IDカードが発行される。IDカードの発行申請書を事前に提出した方は、登

・ブース設置 : 2018.9.5(水)～6(木)

録デスクですぐに発行することができる。
IDカードは譲渡不可能であり、IDカードを悪用した場合、主管者は回収す

・ブース撤去 : 2018.9.10(月) 18:00～24:00

ることができる。

1.参加費とは、ブース(面積)のレンタル料であり、基本参加費は基本ブース（パッケージブース／シェルブース：3ｍｘ３ｍ）は2,100㌦、

出展者は、
ブース展示計画の通りに明示した展示品を展示し、主管者の別途の許可なしに展示場内では、販売行

第3条 基本参加費

独立ブース
（スペースブース：３ｍｘ３ｍ）は1,900㌦（定価）とする。
ただし、
ドルでなく韓国ウォンで支払う場合は、韓国の付加
価値税（10%)が付加される。

第4条 契約、申込み及び参加費納付手続き

1.参加申込書（契約）は主管者に提出、
それから７日以内に参加費全額を支払わなければならない。
参加申込み

第11条 展示及び広報活動

為は一切禁止する。
その他、安全が保証できないような展示品の展示については、前もって 主管者と協議しなけ
ればならない。

第12条 主管者による契約撤回

主管側は、次のような状況で契約を撤回することができる。

の際、事業者登録証原本及び参加費納付書原本を必ず添付する。
また、付帯施設の使用申込書を別当で作成し、付帯施設

・請求書に記載された締切日までに参加費が送金されていない場合。

・Shinhan Bank, Myeongdong Branch

・出展者が申請した展示ブースの全部、
または一部の使用を拒否した場合。

の申込料金納付証及び申込書を別当で提出する。

・口座番号：180-007-356911

・展覧会開場24時間前まで展示準備をしていない場合。

第13条 保険・保安及び安全

・Swift Code: SHBKKRSE

・Account Holder: KOTRFA Co., Ltd.

出展者は、展示期間はもちろん設置及び撤去期間、
すべての設備、展示品の盗難、破損、紛失に備えて必ず保険に

2.参加申込書提出後7日以内に参加費の納入をしない場合、主管者が展示参加者の参加申込を取消しする権利 がある。

加入しなければならない。

3.参加費支払いの譲りはできない。

主管は、
出展者及び観覧客の安全と財産を保護するために、
セキュリティ警備など適切な警戒体制を提供するが、
出展者のすべての物品に関する窮極的な責任は展示者自らにあり、
盗難、
破損、
紛失などに対する責任は、
展示者

4.請求書の意義がある場合、参加費の支払い締め切り日の以前、意義書を作成して主管者に提出しなければならない。

5.多数の参加業者が同時に参加する場合、
その中で、主管側と交渉を行う権限がある代表者が選ばれなければならない。

代表に選ばれた企業は、他の共同参加者のどのような過失または不注意にも、
その会社の超失のような法的責任を持つ。

第5条 契約、申込み及び参加費納付手続き

1.参加申込の 最小は必ず書面で作成し、当事務局に通報しなければならない。
申込者の消しによる参加費の払戻しは記下の
通りにする。

・2018.6.29.（金）まで参加費の80%の払戻し
・2018.7.27.（金）まで参加費の50%の払戻し

自らが負担する。

第14条 展示会取り消し, 変更

主催者が国家危機状況や天災地変など不可抗力的な事情で開催日及び場所を変更したり、縮小または取り消す
場合、参加申請に関連する補償を請求することができない。

第15条 主管者に対する情報提供

出展者は主管者がブース内の装置と広報活動が規定に合致するかどうかを把握できるように、展示品、展示の工

・2018.7. 27.（金）以降はどのような理由にも関わらず払戻しはしない。

事に関する資料はもちろん展覧会の広報に必要な情報を主管者に提供しなければならない。

※参加申込みの締切日は2018.7. 27.（金）までです。

2.申込者は通知なしで参加申込みを取消し及び博覧会に不参加の場合、参加費は支払わなければならない。

第16条 補充規定

1.主管者は、参加費納入の順序、参加規模、前年度の参加実績およびその他の合理的な基準に基づき展示場内

出展者は主催/主管者の規定を守らなければならない。

主催者は、必要な場合、参加規定に明示されなかった補充規定を制定することができ, 展示者はこれを守らなけ

第6条 の展示ブースの位置決定

ればならない。

の各出展者の位置を決定し、出展者に決定されたブースの位置をブース設置開始日の7日前までに、Eメール、

第17条 紛争解決

ファックスなどの方法で通知することができる。

出展者は主催者のブースの位置の決定について特別な事情がない限り、異議を申し立てることができない。

本参加規定に関する主催者と出展者間に発生する紛争及びその他双方の権利及び義務に関する紛争は、大韓

2. 主管者は、展示会の準備期間の以前までは、
いつでも出展者に通知した展示ブースの位置を変更することがで

上司仲裁院の上司仲裁規則及び大韓民国法によって仲裁され最終的に解決する。
大韓上司仲裁院によって下さ

きる。
このような変更は、主管者の裁量であり、出展者は、上記の変更の結果に対する補償を請求することがで

れる判定は最終的なもので当事者双方に対して拘束力を持つ。

きない。

第7条 屋内規定

1.ブース内では適切なボリュームを維持しなければならない。
この規定は、
ブースで行われるすべてのイベント、公演参加者に
も同様に適用される。

2.ブースで開催されるイベントは、部隊申請書類（Form5）の提出を通して登録する必要がある。
3.すべての広報活動は、出展の公式ブース内でのみ許可される。

4.政治傾向を示す資料は配布することができない。
政治傾向を示すブースデザイン・テコレーションも禁止する。

5.出展者は展示終了と同時に展示場を退場しなければならない。
展示品を外部に搬出する場合、展示品搬出申請書を保安
要員に提出しなければならない。

6.展示場内でペットは出入りを禁止する。

7. 開幕式の当日、VIPブース巡視中はブース内で行うイベントを中止し、協力しなければならない。
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