
出展申込の入力にはGoogle Chrome 最新版を使用してください。

Windows
OS：最新版 （Microsoft のサポート期間内の OS）
Webブラウザ： Google Chrome 最新版

出展申込から出展申込の確定までの流れ

FOOMA JAPANでは、今回から出展社の皆さまにとって便利な『オンライン出展申込』を導入しました。
オンライン方式での出展申込は、電子契約サービスを利用し、出展申込から出展申込の確定（締結）までオンライン
で完結します。従来の社印・代表者印・担当者印は不要です。

※オンライン方式で出展申込の確定が不可な場合は、オフライン方式で出展申込をすることができます。
オフライン方式についてはP17を参照してください。
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● 本システムはクラウド型電子契約サービス「ジンジャーサイン」を使用しています。
● 出展申込には「連絡担当者」と「出展申込責任者」の両名の確認・合意が必要です。
● noreply@sign.jinjer.bizからのメールが受信できるように登録してください。
● メールの受信から有効期限は7日間です。有効期限が過ぎた場合は、notification@foomajapan.jpまでご連絡ください。

 運営事務局から出展申込フォームを再送します。
● 出展申込フォームは途中保存が出来ません。合意まで完結してください。
● 一度確認・合意いただいたフォームは修正ができません。

 申込内容の変更をご希望の場合、再度出展申込フォームへ申込内容をご入力いただきます。
 出展申込フォームを再送しますので、運営事務局までご連絡ください。

Mac
OS：最新版 Apple のサポート期間内の OS
※最新の Service Pack が適用されていること
Webブラウザ： Google Chrome 最新版

9/2改訂版
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＜出展申込＞

１⃣ 連絡担当者と出展申込責任者の情報登録・・・・・P3

２⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを受信・・・・・・P4

３⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを入力・・・・・・P6

４⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを合意・・・・・・P9

５⃣ 出展申込責任者の出展申込内容の確認・合意・・・P10

６⃣ 出展申込受付の完了・・・・・・・・・・・・・・P12

出展申込と出展申込の確定の流れと目次

<出展申込の確定（締結） >

① 連絡担当者が出展申込受理書と請求書の受信・・・P14

② 連絡担当者が受理書と請求書の確認・合意・・・・P15

③ 出展申込責任者が受理書と請求書の受信・・・・・P16

④ 出展申込責任者が受理書と請求書の確認・合意・・P17

電子契約サービスによる出展申込の確定（締結）が不可のかた・・P18

主催者による出展社の決定・・・・P13



１⃣ 連絡担当者と出展申込責任者の情報登録

出展のお申込みにあたり、『連絡担当者』と『出展申込責任者』の情報登録が必要で
す。下記フォームからご登録ください。
ここで登録いただいた
『連絡担当者』のメールアドレスに、運営事務局から出展申込フォームが届きます。
『出展申込責任者』のメールアドレスに確認依頼のメールが届きます。

【連絡担当者と出展申込責任者の情報登録フォーム】

https://foomajapan.jp/account/register/
対象：正会員、賛助会員、団体会員、一般（スタートアップゾーンを除く）

https://foomajapan.jp/account/startup/ 
対象：スタートアップゾーン
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出展申込

注意！ 『連絡担当者』と『出展申込責任者』のメールアドレスが同一の場合、
出展申込フォームを送信できません 。別々のメールアドレスをご登録ください。



⑴『連絡担当者』へ出展申込フォームのメールが届きます。

２⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを受信
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運営事務局から連絡担当者へ出展申込フォームが届きます。
出展のお申込みには 『連絡担当者』 と『出展申込責任者』との確認・合意が必要となります。
※出展申込責任者と連絡担当者が同一の場合は出展申込責任者の確認・合意は省略されます。

URLをクリックして
左の画面になった場合、
有効期限を過ぎています。
運営事務局に再度申込フォーム
の送信依頼をしてください。

依頼先メールアドレス
notification@foomajapan.jp

test@foomajapan.jp

こちらをクリック

出展申込フォームの確認依頼が届いています

出展申込フォームの確認依頼が届きました。

出展申込

送信元アドレス： noreply@sign.jinjer.biz
件名：【jinjerサイン】FOOMA JAPAN運営事務局（一般社団法人日本食品機械工業会）様から

「FOOMA JAPAN 出展申込フォーム」の確認依頼が届いています。

注意！URLの有効期限は７日間です。



 ⑵[利用規約に同意する]にチェックをつけ、[書類を確認する]をクリックします。
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こちらをクリックすると
出展申込フォームに

移ります

出展申込



入力項目欄右側の矢印を押
すと書類上の入力該当部分

の色が変わります。

［+］をクリックすると、書類を拡大
して表示することができます。

出展申込フォームの各項目に入力をしてください。

［▶］をクリックすると、次の
ページを確認することができます。

入力欄
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３⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを入力 出展申込

※出展申込フォームは途中保存が出来ません。確認・合意まで完結してください。
※必須項目は必ず入力してください。
※入力いただいた文言は即時書類に反映されませんので、ご注意ください。
（申込に合意後、ジンジャーサインが自動的に転記します）
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電子契約サービスを利用した出展申込の確定（締結）について

電子契約サービスによる出展申込の確定（締結）の利用可否について
いずれかにチェックをしてください。

○利用可（オンライン方式で申し込む）

出展申込

［▶］をクリックすると下記書類を見れます。
・出展製品通知書（一般・スタートアップゾーンのみ）
・共同出展社通知書
・出展規約（抜粋版）☓利用不可（オフライン方式で申し込む/押印・原本提出必須） 



出展申込フォームに入力の不備があった場合

必須項目に入力不備があると
不備の項目が赤枠で囲われます。
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出展申込



①『連絡担当者』が入力情報を確認後、［合意ボタン］をクリックしてください。
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合意を
クリック

再度合意を
クリック

『連絡担当者』が合意ボタンをクリックした段階では、出展申込受
付はまだ終了していません。
連絡担当者が合意ボタンをクリックすると、『出展申込責任者』へ
出展申込の内容確認の依頼メールが送信されます。
メールの受信が『出展申込責任者』に届いているか確認をしてくだ
さい。
出展申込責任者がメールの受信してから、メールの受信の有効期限
は7日間です。有効期限が過ぎた場合は、
notification@foomajapan.jpまでご連絡ください。運営事務局から
出展申込フォームを再送します。

４⃣ 連絡担当者が出展申込フォームを合意 出展申込

②こちらの画面が出ましたら完了です。



⑴連絡担当者が［合意ボタン］をクリックすると、入力をした内容が自動で『出展申込責任者』へ、確認依頼
のメールが送信されます。※出展申込責任者と連絡担当者が同一の場合は出展申込責任者の確認・合意は省略されます。

※確認依頼のメールは、【担当者情報登録】の時に登録した
出展申込責任者のメールアドレスに送信されます。

ダウンロードボタンをクリックして
申込内容をご確認ください。
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出展申込フォーム」の確認依頼が届いています。

ジンジャーサインへのログインは、
連絡担当者と同じ手順です。

一般社団法人日本食品機械工業会_FOOMA JAPAN運営事務局様から
FOOMA JAPAN 2023 出展申込フォーム」の確認依頼が届きました。

５⃣ 出展申込責任者の出展申込内容の確認・合意 出展申込



⑵ 『出展申込責任者』は、申込内容を確認しましたら合意ボタンをクリックしてください。

合意をクリック

再度合意を
クリック
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出展申込

⑶こちらの画面が出ましたら完了です。



 『出展申込責任者』が合意をすると出展申込が完了します。
『出展申込責任者』と、『連絡担当者』へ申込受付の合意締結完了のメールが配信されます。
添付されている申込受付の【合意締結証明書】と【出展申込フォーム】のPDFデータを、必ず保存してください。
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６⃣ 出展申込受付の完了

①合意締結証明書
②出展申込フォーム

必ず保管してく
ださい

test@foomajapan.jp

出展申込



出展申込受付期間の終了後、
運営事務局（notification@foomajapan.jp)から『連絡担当者』へ出展申込の確定のメールが届きます。
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主催者による出展社の決定

次ページの出展申込の確定（締結）に移ります。



⑴『連絡担当者』へ運営事務局（noreply@sign.jinjer.biz）から、申込受理書と請求書の確認依頼のメールが
届きます。
※別送でアクセスコードが送られます。
※受理書と請求書の確認依頼のメールの受信以降、解除・取消しを行う場合、解約料が発生します。
（会員・一般は出展規約11、スタートアップゾーンは出展規約19をご参照ください。）

⑵メールを開くと、下部の画面が表示されます。

test@foomajapan.jp

こちらをクリック
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①連絡担当者が申込受理書と請求書の受信

出展申込の確定には『連絡担当者』と『出展申込責任者』の確認・合意が必要となります。
※出展申込フォームに入力した『連絡担当者』と『出展申込責任者』のメールアドレスに、運営事務局よりメールが届きます。
※『連絡担当者』と『出展申込責任者』が同一の場合は出展申込責任者の確認・合意が省略されます。

●●●●

出展申込の確定（締結）



⑵『連絡担当者』は申込受理書と請求書の内容を確認
して［合意ボタン］をクリックしてください。

⑴［アクセスコード］の入力と、
［利用規約に同意をする］にチェックを入れて
［書類を確認する］をクリックしてください。

⑶連絡担当者が合意ボタンをクリックすると、
『出展申込責任者』へ確認依頼のメールが送信されます。
※出展申込責任者と連絡担当者が同一の場合は、出展申込責任者の
確認・合意は省略されます。
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こちらをクリックすると
受理書・請求書のページに

移ります。

② 連絡担当者が申込受理書と請求書の確認・合意 出展申込の確定（締結）



⑴『連絡担当者』が合意ボタンをクリックすると『出展申込責任者』へ、申込受理書と請求書の確認依頼の
メールが届きます。

※別送でアクセスコードが送られます。

⑵メールを開くと、下部の画面が表示されます。

test@foomajapan.jp

こちらをクリック
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③ 出展申込責任者が出展受理書と請求書の受信

●●●●

出展申込の確定



⑶『出展申込責任者』が合意をすると出展申込の確定の確認が完了します。
『出展申込責任者』と、『連絡担当者』へ出展申込の確定の合意締結メールが
送信されます。

添付されている出展申込の確定の【合意締結証明書】と【出展受理書】、【請求書】の
PDFデータを必ず保存してください。

※出展料は請求書のPDFデータを元に、2023/1/31までにお支払ください。
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④ 出展申込責任者が受理書と請求書の確認・合意

⑵『出展申込責任者』は申込受理書と請求書の内容を
確認して［合意ボタン］をクリックしてください。

⑴［アクセスコード］の入力と、
［利用規約に同意をする］にチェックを入れて
［書類を確認する］をクリックしてください。

こちらをクリックすると
受理書・請求書のページに

移ります。

出展申込の確定（締結）



電子契約サービスによる出展申込の確定（締結）が不可のかた

①連絡担当者が出展申込フォームの入力→合意→
出展申込責任者が合意→合意締結のメールを受信まで
オンライン方式と同手順です。
※申込フォームの入力時に必ず『オフライン方式（押
印・原本提出必須）で申し込む』にチェックをいれて
ください。

②メール受信した出展申込フォームを出力してください。

出展申込フォーム

出力をしてください。

＜オンラインの入力までは可能＞

①出展申込書のＰＤＦデータを出力してください。
※PDFデータをご希望の方は、運営事務局まで連絡して
ください。

②必須項目を記入してください。

＜全て記入＞
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オフライン方式（押印・原
本必須）で申し込むにチェッ

クを入れてください。



【出展申込み詳細問合せ先】FOOMA JAPAN運営事務局
Email： notification@foomajapan.jp TEL：03-6809-3745

④原本を郵送する前に、控えとして原本をコピーして保管してください。

⑤原本を運営事務局宛に郵送してください。

③出展申込書に社判、出展申込責任者、連絡担当者の3か所の欄に捺印をしてください。３つの捺印は必須です。

⑧運営事務局から【出展受理書】と【請求書】を『連絡担当者』へ郵送しますのでご確認ください。
※出展料は請求書を元に、2023/1/31までにお支払ください。
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⑥原本が運営事務局に到着し内容確認後、記入内容に不備がなければ、
運営事務局（notification@foomajapan.jp)から受付完了のメールを『連絡担当者』へ送信します。

⑦主催者により出展社を決定後、
運営事務局（notification@foomajapan.jp)から出展申込の確定のメールを『連絡担当者』へ送信しま
す。


