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JNTO では、ビジット・ジャパン（VJ）事業の一環として、2022 年 9 月にフランス・パリで開催される BtoB 国際

旅行博「IFTM TOP RESA 2022」にジャパンブースを出展いたします。ジャパンブースでは、出展する自治体・観光

関連団体等の皆様と連携し、官民一体となって、日本の多様な観光の魅力をアピールしてまいります。 

つきましては、以下のとおり出展参加者を募集いたしますので、下記概要・出展要項をご覧いただき、ぜひ積極的な

ご参加をご検討くださいますようお願い申し上げます。  

 

 

 

  

 

 

 

 

＜概要＞ 

■イベント名：IFTM Top Resa 2022 

■URL：http://topresa.iftm.fr/fr/  

■開催日時：2022 年 9 月 20 日（火）～9 月 22 日（木） 

■開催場所：フランス パリ 

■対象：業界関係者（B to B） 

■来場者数：34,150 人（2019 年度実績） 

■VJ ブース来場者数：2,849 人（2019 年度実績） 

■共同出展者募集枠：20 団体 

■共同出展費用：2,500 ユーロ（VAT 込み）/１ブース ※委託事業者からユーロ建てでご請求させて頂きます。 

 

＜申込方法＞ 添付の申込書に必要事項をご記入のうえ、以下のメールアドレスまでお送りください。 

      paris01@jnto.go.jp  

     ＜申込期間＞ 2022 年 6 月 10 日（金）日本時間 16：30（フランス時間 9：30）～ 

            2022 年 6 月 20 日（月）日本時間 17：30 まで（フランス時間 10：30 まで） 

2022 年 6 月 10 日 

フランス・パリの B to B 国際旅行博 

「IFTM TOP RESA2022」への出展参加者募集！(締切：6/20) 

 

市場名/地名・イベント名募集（締切：*/*） 

※ 本業務は外部事業者へ委託予定です。 

IFTM Top Resa 2021 会場の様子 IFTM Top Resa 2021 会場の様子 

http://topresa.iftm.fr/fr/
mailto:paris01@jnto.go.jp
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＜スケジュール＞ 

日 時 時 間 内 容 

9/17(土) - 基礎工事 

9/18(日) - 施工 

9/19(月) - 出展者準備 

9/20(火) 09：30 - 19：30 

開催(業界関係者のみ) 9/21(水) 09：30 - 19：30 

9/22(木) 09：30 - 19：30 

               ※スケジュールは変更する場合があります。 

               ※会期中、会場入場には ID 着用が必須となりますのでご注意ください。 

 

    <会場案内> 

   ●会 場：Parc des Expositions de la Porte de Versailles HALL１ 

●所在地：1, Place de la Porte de Versailles,75015 Paris 

●アクセス： 

   メトロ：ライン 12 Porte de Versailles 駅下車 

   トラム：ライン T2 / T3 Porte de Versailles 駅下車 

   バス：ルート 39 80 Porte de Versailles 駅下車 
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    ●ブースに含まれるもの 

     出展団体名社名サイン、カーペット、テーブル&椅子セット、インターネット等 

・社名板は統一デザインとなります。持ち込みパネル等の掲示はできません。 

・カーペット、インフォメーションカウンター等は統一カラーとなります。色の変更はできません。 

・各商談ブースのスペースは限りがあるため、常時ブースでアテンドする人数を 3 名までとさせていただきます。 

 1 商談ブースで 4 名以上の方がアテンドする場合には、必ず交代で対応してください。 

・ブース配置は原則申込先着順をとしますが、業種・地域のバランスを考慮し JNTO が決定させて頂きます。 

     ＜注意事項＞ 

※日本からのパンフレット等輸送に係る費用は共同出展費用に含まれません。必要に応じて、各自お手配ください。 

なお、ロシア・ウクライナ情勢等の影響で、輸送に要する時間が通常より大幅にかかる場合がございますので、ご注意く 

ださい。日本からの輸送物を一時的にパリ事務所でお預かりすることが可能です。詳細はお申込み後ご案内いたします。 

・お申込み後、ご出展者様のご都合により出展をお取消しされる場合には、キャンセル料が 100％発生いたします。 

・1 団体につき、原則１ブースとなります。 

・共同出展ブース数に限りがございますので、出展者決定は申込先着順とさせていただきます。 

・参加募集数に達した場合は申込み期限を早める場合があります。 

・ジャパンブースにおける共同出展となるため、出展内容等に関して事務局にて審査をさせていただくこともございます。 

・ジャパンブースの運営においては IFTM TOP RESA 2022 主催者が求めるコロナ対策を講じます。 

・請求書の発行等につきましては、委託業者より改めてご案内いたします。 

    ＜賠償責任＞ 

1）本旅行博が中止もしくは延期された場合の払込⾦の取り扱いは、本旅行博主催者の出展規約に従います。 

    なお、払込⾦が返還される場合は、主催者から返還され⾦額から事務局が本旅行博準備のために必要とした費用を差し引

いた残額を返還いたします。 

   2）事務局が日本及び出展参加者の利益になると判断した場合、本旅行博への出展取り止めや早期撤収をすることがありま

す。その場合、参加者が被る如何なる損害に対しても責任を負いません。 

   3）事務局は、参加者の所有物の破損、搬入、搬出時の貨物の紛失、及び運搬費用については責任を負いません。 

    不適当な梱包等によって生ずる損害や展示品や資料等の未到着についても全て出展参加者の責任となります。 

 

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 

IFTM Top Resa ジャパンブース出展事務局(JNTO パリ事務所) 

担当：茅野 / 谷本  

E-mail：paris01@jnto.go.jp 

TEL：+33（0）1.42.96.24.56（日本語対応可） 

mailto:paris01@jnto.go.jp


 

 

 

 

下記送付先までメールにてご返信ください。 

JNTO パリ事務所   paris01@jnto.go.jp 

  * 個人情報が含まれておりますので、パスワードをかけてお送りください。 

ご出展団体名 

フリガナ：                              

日 本 語： 

社名板表記（フランス語もしくは英語 / 25 文字まで）： 

 

ご担当者 

フリガナ：               

お名前 ： 

所属： 

 

所在地 〒 

 

TEL： 

E-mail： 

出展費用（VAT 含） 2,500 ユーロ 

 

 ※重要※本事業における下記注意事項及び賠償責任、個人情報取扱に関する説明をご確認、ご署名の上、本書面を

JNTO パリ事務所へご提出ください。注意事項及び賠償責任、個人情報取扱への同意をもって申込受付となります。 

 

●注意事項 

※日本からのパンフレット等輸送に係る費用は共同出展費用に含まれません。必要に応じて、各自お手配ください。 

なお、ロシア・ウクライナ情勢等の影響で、輸送にかかる時間が通常より大幅にかかる場合がございますので、ご注意くださ 

い。日本からの輸送物を一時的にパリ事務所でお預かりすることが可能です。詳細はお申込み後ご案内いたします。 

・お申込み完了後、ご出展者様のご都合により出展をお取消しされる場合には、キャンセル料が 100％発生いたします。 

・共同出展ブース数に限りがございますので、出展者決定は申込先着順とさせていただきます。 

・参加募集数に達した場合は申込み期限を早める場合があります。 

・1 団体につき、原則１ブースとなります。 

・ジャパンブースにおける共同出展となるため、出展内容等に関して事務局にて審査をさせていただく場合がございます。 

・ジャパンブースの運営においては IFTM Top Resa 2022 主催者が求めるコロナ対策を講じます。 

・請求書の発行等につきましては、委託業者より改めてご案内いたします。 

 

 

申込期間：2022年 6月 10日（金）日本時間 16：30（フランス時間 9：30）～ 

           2022年 6月 20日（月）日本時間 17：30（フランス時間 10：30）まで 

 

＜IFTM Top Resa 2022 出展申込書＞ 

mailto:paris01@jnto.go.jp


●賠償責任 

1）本旅行博が中止もしくは延期された場合の払込⾦の取り扱いは、本旅行博主催者の出展規約に従います。なお、払込⾦が返還さ

れる場合は、主催者から返還された⾦額から事務局が本旅行博準備のために必要とした費用を差し引いた残額を返還いたします。 

2）事務局が日本及び出展参加者の利益になると判断した場合、本旅行博への出展取り止めや早期撤収をすることがあります。その

場合、参加者が被る如何なる損害に対しても責任を負いません。 

3）事務局は、参加者の所有物の破損、搬入、搬出時の貨物の紛失、及び運搬費用については責任を負いません。不適当な梱包等に

よって生ずる損害や展示品や資料等の未到着についても全て出展参加者の責任となります。 

●個人情報取扱 

１．ご登録頂いた個人情報は、IFTM Top Resa 2022 ジャパンブースへの参加登録、及び各種運営業務、参加者への緊急時のご

連絡など必要な場合に使用します。なお、これらの範囲を超えて使用することはありません。 

２．個人情報の共同利用について 

お預かりした個人情報は、上記の利用目的のため主催者及び受託事業者で利用させていただくことがあり、会場内でも紙配布を行

う場合もございます。個人情報の使用について一部制限したい等のご希望がある場合は、JNTO パリ事務所までお問い合わせくだ

さい。また、一部の個人情報を上記の利用目的のため外部業者、協力会社に委託することがありますが、その場合も適切な管理を

行うように業務委託先の監督を行います。 

３．個人情報の第三者提供について 

法令の規定等やお客様及び公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護する場合を除いては、お預かりした個人情報を上記

「２．個人情報の共同利用について」にて記載した内容以外に第三者に提供することはありません。 

４．個人情報の開示、訂正、抹消などについて 

お預かりした個人情報については、本人又は本人の認めた代理人からの請求であり、且つ正当な理由であることを確認できた場合

に限り、所定の手続きに基づき照会、訂正、削除を行います。但し，運営上最低限必要な個人情報は削除できません。 

５．個人情報のお預かりについての同意、不同意について 

本説明についてご同意いただく場合には、下記同意ボックスにチェックをして捺印の上事務局まで御提出ください。同意いただけ

ない場合は、参加登録を行っていただくことができません。 

６．個人情報に関するお取り扱いの本人同意について 

５．の「本説明についてのご同意いただく場合」には、本人の認めた代理人が登録する本人の個人情報に関して、上記１～５の項

目が本人へ通知または公表されていることを含みます。 

７．個人情報に関するお取り扱い同意の効力について 

個人情報に関するお取り扱いについてご同意は、新規申込の場合のみです。 

ご登録いただく個人情報の項目は、本人及び本人の認めた代理人等の個人情報の登録者にあらかじめ通知、公表することなく変更

する場合があります。その場合も、新規申込の際の同意は有効となります。ただし、その場合でも、１～７の各項を変更すること

はありません。 

 

   上記内容について    □同意する    □同意しない 

 

ご署名欄： 

   （会社名） 

   

  （部署・役職）    

     （氏名）   ※直筆のご署名をお願い致します。 

 


