
MADE IN JAPAN IN MONACO
～メイド・イン・ジャパン イン・モナコ～

概要のご案内

《MADE IN JAPAN IN MONACO》は、モナコで初めて開催される 

日本商品に特化した展示・販売イベントです。 
南フランスのリゾートエリア。フレンチリビエラのクライマックスのひとつであるモナコ公国。 
ニース空港を最寄りとする世界で2番目に小さな国家でありながら、毎年5月に行われる 
F1グランプリ開催国としても名高く、温暖な気候で年間を通して世界中の観光客を魅了 
しています。オテル・ド・パリをはじめとするパレス級ホテルに、カジノやラグジュアリーを 
極めたレストランが立ち並び、本物のクオリティを知る富裕層クラスが多いのも特徴です。 

日本への興味関心度は高くありますが、まだまだパリなどの大都市に比べると、 
現地で触れられる日本情報には限りがあるのが現状で、 
市場開拓にはとてもポテンシャルの高い場所といえます。 

 
《MADE IN JAPAN IN MONACO》は、そのモナコを代表する国際会議場兼展示会場である 

グリマルディフォーラムを舞台に、日本文化と日本製品の素晴らしさを伝える 
新しい機会であり、チャンスです！ 

 
日本が世界に誇るMADE IN JAPAN商品の魅力を一挙に伝える、モナコで初めてのイベント 

として新しいマーケット開拓やモナコ・南フランスエリアにおける一般消費者への商品訴求を 

行なう絶好のチャンスとなる《MADE IN JAPN IN MONACO》を是非ご活用下さい。 



【開催概要】 
- 開催名  : MADE IN JAPAN  IN MONACO 
-              メイド・イン・ジャパン・イン・モナコ 
- 開催内容 ： 展示及び即時販売 
- 開催時期 ： 2020年9月11日（金）～9月13日（日）の3日間 
               9月11日(金)15時～19時 
               9月12日(土)10時～18時 
               9月13日(日)10時～18時 
- 搬入  ：  2020年9月10日（木）10時～18時 
- 搬出  ：  2020年9月14日（月）10時～18時 
- ※時間は変更の可能性があります。予めご了承下さい。 

- 会場  ：   グリマルディフォーラム INDIGOホール  
                                             10 Avenue Princesse Grace MC, 98000 MONACO 
‐ 出展社(予定)   :  40社(企業・自治体) 
- 対象商品 ： 日本製の食品、雑貨、 
           日本国内インバウンド観光サービスを扱う企業様・自治体 
*製品は、製造国が他国の場合も商品の製造主体が日本企業であれば対象となります 

‐ 来場人数予定  : 5,000人 
(3日間のべ・うちレストラン関係者40社、食材雑貨卸業者35社、小売店60社、プレス10社を予定) 

- 出展お申込期間  ：    2020年1月15日～2020年7月31日 
- 早期割引期間 ：   2020年6月15日までにお申込が対象となります 
※6月15日までにお申込金(出展料金の50％)のお支払いにて正式お申込みとなります 

- 主催  ：  MONACO EMU (当社) 
- イベント入場料 ：  一般2ユーロ 
- 協賛・後援団体  ：随時発表予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ご出展料金について 
ブース出展料金（申込期限2020年7月31日） 

＜グループでの出店も可能です。詳細はお問合せ下さい！＞ 

  ブーススペース 含まれるもの 
※サイズは変更になる可能性があります 

料金 

基本形 

4㎡ 
間口2ｍ×奥行2ｍ 

テーブル1台 
長100ｃｍ×幅50ｃｍ 

椅子2脚 

1,700ユーロ 
（早期割引： 
1,450ユーロ） 

6㎡ 
間口3ｍ×奥行2ｍ 

テーブル1台 
長100ｃｍ×幅50ｃｍ 

椅子2脚 

2,000ユーロ 
（早期割引： 
1,700ユーロ） 

規格外 
上記以外にも、まとまったスペースでのご出展のご要望がございましたら可能な限り対応させ

て頂きますので、ご相談下さい 

・表示料金は全て税抜価格です。日本からの御出展者様は消費税が免除されます。 
・上記出展料金には電源は含まれません。 
 電源が必要な場合はオプションをお申込下さい。 
・ブース配置については、お申込登録日、お取り扱い商品から、 弊社にて決定させて頂きます。 

2020年6月15日（月）までにお申込み頂く御出展者様は 
早期割引料金を適用させて頂きます！ 

早期割引期間 
延長決定しました！ 



出展オプションについて 
別料金にて以下のサービスを承ります。 
詳細はお問い合わせください。 

実際にモナコまでの渡航が難しくてもご出展頂けます！ 

＜お任せ出展プラン＞ 1,500ユーロ  

実際に渡航が難しいという御出展者様、 
出展にご興味をお持ち頂くも、渡航は控えたいという事業者様など、 
商品のみを輸出して頂くことで会場での、 
・商品設置 
・販売 
・売り上げ報告 
・送金 
・イベントレポート 
を代行させて頂く【お任せ出展プラン】もご用意しております。 
 
プランに含まれる内容： 
貴社ブース担当バイリンガルスタッフ1名（3日間）/輸入と搬出 
会期中の商品説明/会期中の販売代行/報告レポート/ 
売上・在庫報告・売上送金手配/納税 
※出展ブース料金は含まれておりません 

☆電源利用 
☆クレジットカード端末機レンタル 
☆日仏バイリンガルスタッフアレンジ 
☆釣銭交換サービス 
☆使い捨て食器等の代行購入 
☆調理什器レンタル 
☆偽札識別機レンタル 



その他のサービス 
出展商品の輸出関連サービス 

簡単・正規輸出！ 
商品を弊社指定の日本国内倉庫に発送して下さい。 
後は、全て弊社と運送会社にて輸出代行致します！ 

日本からの輸出料金（各種輸入サポート料金含む）： 
-食品（常温）20ユーロ/Kg（約2,600円） 

-雑貨 18ユーロ/Kg（約2,400円） 

※請求金額は、ユーロにてご請求させて頂きます。 
※フランスの関税は、後日別途ご請求させて頂きます。(平均10％前後) 

輸出可能商品 
- 食品（常温） : 加工商品 例）和菓子、餅、うどん、漬物等 

※原材料に肉、魚のエキスが含まれる場合、また卵製品、乳製品は通関の問題
上、 
困難な場合がございますので、早めにご相談下さい。 
※冷凍、冷蔵の場合は、別途お見積致します。 
 
-  工芸品、雑貨 
 
-  電化製品 
※電化製品 （電気コンロ、電気ポットなど）や玩具を日本から輸出する場合、行
政手続き上、製品にCEマークがついている製品以外は輸出できません。 

※日本とモナコ、フランスでは電圧が異なり、電化製品ご使用の際は、変圧器
（100V→220Vへの変圧）が必要です。 

変圧器のレンタルはできかねますので、日本からご持参頂くことをお勧め致しま
す 
※CEマークとは、商品が全てのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマー
クです。 

上記はあくまで例となります。輸出に関して、詳しい内容は、 
【輸出ガイド】にてご案内させて頂きますので、お気軽にお問合せください。 
その他、ご質問などは、 
info@monacoemu.comまでお問合せ下さい。 

mailto:ご質問などはinfo@monacoemu.com


お申込期間/お問合せ 

スケジュール 

お申込締切日：2020年7月31日（金） 
ご出展お申込み書は、MONACO EMUホームページからダウンロードしてご記入の上、 

info@monacoemu.comまでご返信下さい。 
 
 

お問合せ先（日本語対応） 
MONACO EMU（モナコ エム）厚川 
Emai ： info@monacoemu.com 
電話 : 0037.6. 43.91. 73. 50 

ホームページ： www.monacoemu.com 
当イベント特設ページ： 随時更新 

会社住所: 5 bis Avenue Saint Roman 98000 Monaco 

 

内容 1月 2月 3月 4月 5月 8月

お申込みのご案内

（本書）

早期割引対象期間

お申込金(出展料金の50％)のお支

払い

ご請求書発行から10日以内

お申込締め切り

7月31日

商品がモナコ・フランスに輸出

可能か確認

輸出ガイドのご案内

オプションのお申込

（締切7月31日）

2回目のお支払い

残金及びオプション料金のお支

払い

その他輸出にかかる費用を

お支払頂きます

ブース場所の決定

商品の輸出（国内倉庫へ発送後

モナコへ）

イベント開催

（9月11日～13日）

イベントでの売り上げを

ご返金

3回目のお支払

その他の残金を

お支払頂きます。

売上のご返金がある場合は相殺

させて頂きます。

在庫商品についてのご相談

返品、モナコオフィスでの代理

販売等

6月 7月 9月

早割お申込

6月15日迄

延長決定！！

一般お申込

7月31日迄

延長決定！！

mailto:info@monacoemu.com
http://www.monacoemu.com/


MADE IN JAPAN IN MONACO 

出展の６つのメリット 
①モナコ・ニース・カンヌなど南フランスエリアでの 

 マーケティング調査・情報発信 

来場者に向けてアンケート調査や試飲・試食・販売そのほか幅広いPR活動が可能。今後の商品開
発・販売戦略の方向性を探るチャンスです！ 

 

②モナコ・ニース・カンヌなど南フランスの 

 コンタクトや卸先・情報収集の場として活用！ 

 

③ビジネス商談のチャンスも！ 

事前にモナコ・南フランスエリアの関連業者へのインビテーションを送り、イベントへの誘致を致しま
す。 

 

④出展商品の輸出手続き代行サービスもご提供 

当社指定の日本国内倉庫に商品を発送頂くと、その後、会場ブースまでお届けするまでの手続き
は、弊社及びグループ会社ユーロジャパンクロッシングにて代行させて頂くサービスも 

ございます。簡単・便利且つ運賃もリーズナブルにご提供可能です。 

また、現地モナコまでの渡航が難しいご出展希望者様には、会場での商品設置から販売、売上報
告、送金までを一括で代行させて頂く《お任せプラン》もご用意しております。 

 

⑤欧州市場に関する有益なアドバイスが受けられます！ 

当社モナコエム代表（ＪＥＴＲＯパリ・コーディネイター）にご相談下さい。幅広く海外で輸出業務・コー
ディネイト業務を実施し、長年の経験で培った専門知識を基に、的確なアドバイスをさせて頂きます。 

 

⑥イベント後のアフターフォローも充実！ 

モナコにベースを置く弊社だからこそ可能なアフターフォローをご用意しております。 

・モナコ、ニース、カンヌを中心としたコートダジュールを中心とした御社商品の営業代行 

・モナコ、ニース、カンヌなどでの商品サンプリングや試食・試飲などのプロモーション 

・モナコ、ニース、カンヌなどでの継続的マーケティング活動など、ご興味のある方は、 

詳細をご案内させて頂きますので、随意お問合せ下さい。 



規約 
第1回 MADE IN JAPAN IN MONAO ご出展に関する一般規約 

 

第一条：一般条項 
1. MONACO EMU（以下「主催者」）により、2020年9月11日～13日にモナコのグリマルディフォーラムで開催される第1回MADE IN JAPAN IN 

MONACOへのご出展は、この規約への同意と尊重を前提とする。 

2. 出展者は、申込用紙を提出した時点で当規約に同意したものとみなされる。 

3. 出展者は、主催者の管理する場所の大元所有者、また貸借人の決める規則を守らなければならない。 

4. イベントの主催方法、とりわけ開催日、開催期間、開催場所、開場・閉場時間については、主催者によって決定され、主催者の判断に
よって変更される場合がある。 

※当企画は、相当数の出展社につき、輸出・展示されることを想定し、出展金額を抑えている為、相当数の出展お申込みに至らなかった場合、
当企画を中止する可能性がある。その際は、2020年7月15日までに主催者より各お申込者へ連絡し、全額を返金する。 

 

第二条：申込みの有効性 
1.出展希望者は、主催者に出展希望の連絡をし、指定の申込用紙に必要事項を記入して、主催者へメールにて送信する。 

2. 主催者はブースの空き状況を確認後、出展希望者に出展料金の請求書を発行する。出展希望者は、請求書に記載された指定の銀行に請
求書発行日から10日以内に、銀行手数料と共に、出展料の50％を申込金として支払う。（4,000ユーロを超える場合、2回払いが可能） 

3. お申込金のお支払いは、早期割引期間は6月15日、一般お申込みは7月31日を締め切りとする。 

4 . 1,2及び3の要項を満たした場合のみ申込が有効となる。 

 

第三条：申込みのキャンセル 
出展にかかる料金を支払い後、出展取り下げ依頼については、以下の通り返金額が決まる。但し、返金の際の銀行手数料は、お申込者様に
より負担されるものとする。尚、日本からモナコへ商品を輸出する出展者は、主催者が指定した日本の倉庫に商品を発送した後に出展取り下
げを依頼した場合、時期に関係なく、輸出にかかる費用は全額返金されない。 

 

出展取り下げ依頼時期（モナコ時間） 返金額 

2020年7月31日まで 半額返金 

2020年8月1日以降イベント当日まで 返金無し 

第四条：イベントの中止と返金について 
天災、テロ、戦争等の予測不能な理由によるイベントの中止の場合、当主催者は、免責の立場であるが、参加費用に関しては、キャンセル不可避な 
必要経費を差し引いた残金を返金するものとする。 
 

第五条：展示スペースの割り当て 
1. 主催者は、出展社の所在地、扱い商品、またはサービスの内容、参加申し込みの登録日等を考慮し、自由にスペースの割り当てを行なう。 
2. 実際のスペースと概要に記載のスペースとの間に10％以内の違いがあっても、紙にかかれた数字は、計算上仮に出た広さを示すものであるとし、 
主催者は、責任を負わない。 
 

第六条：保証と破損 
主催者は、イベント時の火災、損傷などの金銭的結果に対する保険に加入しており、出展者の人身、所有物、展示物に何らかの自体が起こった場合 
は、当保険の規定の範囲内で賠償される。イベント期間中、または、その前後の出展商品、ディスプレイ製品の管理については、各出展者が、 
責任を持って行なうものとし、万が一、盗難・紛失があった場合も、主催者は一切の責任を負わない。 
 

第七条：媒体での放映・露出 
出展者は、主催者及びメディア制作者やディストリビューターに対して、モナコ及びフランス国内で、イベントの必要性により、テレビ、ラジオ、新聞、 
インターネットなどの媒体で、自身の映像やブース、看板、ロゴ、スタッフ、商品、サービスの映像の放映・露出を理由とした訴えはできないものとする。  


