
フランクフルト見本市
出展登録マニュアル

※本マニュアルの画面はサンプルです。

お手続きにあたっては

実際の画面の内容に従ってください。
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該当の公式ウェブサイトへアクセス
例） Ambiente の場合
https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

←「Menu」をクリック
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メニューから
「Planning & Preparation」→ 「Intention to exhibit」を選択
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←「LOGIN/REGISTER」をクリック
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過去にフランクフルト開催の見本市
へ出展登録をしたことのある方
（出展者情報を登録済みの方）は、
ログイン情報を入力してログイン

過去にフランクフルト開催の見本市
へ出展登録をしたことのない方は、
新規登録
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過去にフランクフルト開催の見本市へ
出展登録をしたことのない方向け

Messe-Login
新規登録画面

※「Register now」をクリックすると次のようなページへ進みます
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国を選択 *

担当者の敬称を選択 *

担当者名（名） *

担当者名（姓） *

担当者の携帯番号

担当者の電話番号 *

担当者の所属部署

＊印の箇所は入力必須項目

担当者の役職

プロフィール画像
「Next step」をクリックして次へ
↓

※英語でご記入ください
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会社情報の登録

← 企業の従業員として登録する場合は
「Employee of a company」をクリック

← フリーランサーとして登録する場合は
「Freelancer/self-employed」をクリック
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会社名を入力すると選択肢が表示されます
• 選択肢の中に該当するデータがあれば選択
• 該当するデータがなければ
「Company not included in the selection? Add company.」を選択

＊印の箇所は入力必須項目

「Employee of a company」として登録する場合
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※選択肢の中に該当するデータがあり選択した場合

※自動で住所が表示されます

↑
「Next step」をクリックして次へ

「Employee of a company」として登録する場合

10



※該当するデータがなく、
「Company not included in the selection? Add company.」を
選択した場合

「Employee of a company」として登録する場合
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会社名 *

郵便番号 *都道府県 *区市町村 *

以降の住所

ビル名・階

＊印の箇所は入力必須項目※英語でご記入ください

※該当するデータがなく、
「Company not included in the selection? Add company.」を
選択した場合

「Next step」を
クリックして次へ 12



メールアドレス *

パスワード *

パスワード再入力 *

クリックして
チェックを入力

指示の通りにクリック（この場合は
「umbrella（傘）」のマークをクリック）
※マークや指示は都度変わります

↑
「Save」をクリックして完了

8文字以上
アルファベット大文字・小文字
数字または記号

＊印の箇所は入力必須項目
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企業名

郵便番号 *都道府県 *

国

区市町村 *

以降の住所

ビル名・階

「Next step」をクリックして次へ

＊印の箇所は入力必須項目※英語でご記入ください

「Freelancer/self-employed」として登録する場合
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メールアドレス *

パスワード *

パスワード再入力 *

クリックして
チェックを入力

↑
「Save」をクリックして完了

8文字以上
アルファベット大文字・小文字
数字または記号

＊印の箇所は入力必須項目

指示の通りにクリック（この場合は
「umbrella（傘）」のマークをクリック）
※マークや指示は都度変わります
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登録完了後、Main contact personとして登録したメールアドレス宛てに
「messe-login@messefrankfurt.com」より、以下の内容のメールが配信されます



International 
Consumer Goods Show 

– Special Edition
出展登録画面
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18

登録したメールアドレスと
パスワードでログイン



←「REQUESTING PARTICIPATION」をクリック
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←こちらをクリック
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←ご希望の開放面数を選択
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↓ ご希望の出展形態を選択してください。
-Individual stand: スペースのみ
-Complete stand: 施工装飾付きのパッケージ



←ご希望のブースサイズを入力

↑

施工やケータリング、輸送などのサービスに
ついてMesse Frankfurtグループからのご案内
を希望する場合はこちらをクリック

（ご案内は各サービス担当部署から英語での
配信となります。日本語でのご案内はござい
ません）

↑
不要な場合はこちらをクリック
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 単独出展の場合（自社のみ出展）： 1番目を選択

 自社が出展、かつ共同出展者がいる場合： 2番目を選択
※小間位置確定後、joint-stand participants（共同出展者）の登録が必要となります
※共同出展者の登録は有料です
（共同出展者分のメディアパッケージ料金が追加料金となります）

 自社は出展せず、共同出展者のみ出展する場合： 3番目を選択
※小間位置確定後、joint-stand participants（共同出展者）の登録が必要となります
※共同出展者の登録は有料です
（共同出展者分のメディアパッケージ料金が追加料金となります）
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※ブースについてご要望があればご記入ください
（ロケーションや出展ホールのご要望、出展可能なブースの最小・最大サイズ等）

※英語でご記入ください

「NEXT」をクリックして次のページへ→
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出展製品のカテゴリーを選択
（各カテゴリー名をクリックすると
チェックボックスが表示されます）
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各カテゴリーの中から出展製品に
当てはまるものを選択
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チェックをつけた項目が表示されるので、
メインの製品カテゴリーを選択

※英語でご記入ください
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会社情報や担当者情報の入力
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↑
出展企業情報をプルダウンより選択

修正する場合は「Edit」をクリック
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＜Contractual partner company＞「Edit」画面＞

※「Tax number」（納税整理番号）
詳細は次ページをご確認ください
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※「Tax number」（納税整理番号）
詳細は次ページをご確認ください



Tax numberについて
赤枠内の、税務署より付与されている整理番号を
「Tax number 」の項目にご入力ください。

31



メインコンタクト（担当者）情報の入力

修正する場合は「Edit」をクリック
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＜「Edit」画面＞
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修正する場合は「Edit」をクリック
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↑Main contact personと同じ場合はこちらをチェック

←Main contact personと異なる場合は
こちらをチェック

Managing director（会社代表者）情報の入力
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＜「Edit」画面＞



Accounting responsible（請求関連担当者）情報の入力
※ご登録いただいたメールアドレス宛に主催者からの出展料等の請求書が送付されます。

修正する場合は「Edit」をクリック
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↑Main contact personと同じ場合はこちらをチェック

←Main contact personと異なる場合は
こちらをチェック



＜「Edit」画面＞
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請求書の受け取り方法の選択・宛て先入力

←Emailで請求書を受け取る場合は「via Email」を選択
←郵送で請求書を受け取る場合は「by Post」を選択

↑
クリックして✔を入力

←Emailで受け取る場合、メールアドレスを入力

←Eメールアドレスを再度入力
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「NEXT」をクリックして次のページへ→

「Shop for Exhibitor Services」では、施工や家具、ケータリング等の各種サービスが
オーダー可能です

貴社のアカウントで各種サービスをオーダーできる権限を、第三者に付与する場合は、
「Add an additional person who is entitled to order services」をクリックして
担当者情報を入力

39



＜「Add an additional person who is entitled to order services」をクリックした画面＞
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登録情報の確認

※入力情報に間違いがないかご確認ください
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修正する場合は「Edit」をクリック



※入力情報に間違いがないかご確認ください
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修正する場合は
「Edit」をクリック



Art.13および14に基づく個人情報保護に関する情報、
およびメッセフランクフルトの出展規定はこちらから参照ください。

「SEND REQUEST」をクリックして出展登録完了→
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修正する場合は
「Edit」をクリック



出展登録完了画面

登録内容を印刷する場合はこちらをクリック
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出展登録完了後、Main contact personとして登録したメールアドレス宛てに
以下の内容のメールが配信されます
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＜出展登録済みの内容を確認する場合＞

①見本市の公式ウェブサイトへアクセス ②「Messe-Login」をクリック
↓

↑
③ログイン情報を入力して「LOGIN」をクリック
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ログイン後、
「Intention to Exhibit 
to the Fair」をクリック

47



※下へスクロールしてください
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こちらをクリック
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← こちらをクリックすると
登録内容が表示されます

登録内容の印刷は →
こちらをクリック

←出展規定のダウンロードは
こちらをクリック 50



共同出展者登録はこちら
（小間位置確定後に登録可能）
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