
アゼルバイジャン
JAPAN EXPO 2018

海外販路開拓を目指す企業様へ

商談から貿易実務まで
完全支援型展示会のご案内



アゼルバイジャンの基本情報

人 口 ： 990万人（2016年：国連人口基金）
首 都 ： バクー
言 語 ： アゼルバイジャン語
宗 教 ： イスラム教シーア派
元 首 ： イルハム・アリエフ大統領
主要産業： 石油・天然ガス（近年は産業の多角化が進行）
G D P ： 375.6億ドル（2016年IMF）
一人あたりGDP： 3,950ドル（2016年IMF）
通 貨 ： マナト（1ドル＝1.7マナト） （外務省HPより）
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アゼルバイジャンは、南コーカサスに位置し、東ヨーロッパに含められることもある共和制国家で
す。
北はロシア、北西はジョージア（グルジア）、西はアルメニア、南はイランと接し、東はカスピ海
に面した、ヨーロッパ、アジア、中近東の分岐点とも言われます。

1991年に旧ソビエト連邦共和国から独立を果たした国ですが、その歴史は紀元前まで遡る
ほど古く、そのため、国内には歴史的建造物が多数点在しており、世界遺産「城壁都市バ
クー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔」がある首都バクーは、趣があるとともに大変美しい
都市です。
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アゼルバイジャンの現状

世界が注目する急成長

「第2のドバイ」、「未来の国」、首都バクーは「世界一バブルな都市」と称されるほど、その開
発、発展ぶりは目覚ましいものとして世界中から注目されています。

2006年に完成したBTPパイプラインをきっかけに、欧米の資源メジャーが多数進出し、「世紀
の契約」と呼ばれました。近年では、石油・天然ガスに依存しない経済モデルを目指し、ユーラ
シアの要衝を活かし産業の多角化が進行しています。

世界的に評価される経済活動が多数

✓ 第1回ヨーロッパ五輪バクー大会開催(2015)
✓ F1アゼルバイジャンGP開催(2016-2020)

経産省✓ バクー油田権益25年延長を発表(2017）
2025✓ 万博開催地に立候補・申請(2017)
バクー✓ 国際空港経済特区建設発表(2017)
世界観光産業競争力改善✓ ランキング第２位（WEF2017）
世界一✓ の高さ（1050m）アゼルバイジャンタワー（2018～2019）

“超”がつくほどの親日国！

アゼルバイジャン共和国は、世界でも群を抜く親日国です。
建国の父ヘイダル・アリエフ前大統領からの政策を引き継ぎ、日本との交流・経済連携を強く
求めており、様々な取り組みが進行しています。

✓ 世界中で日本とトルコだけが入国ビザ申請手数料無料
✓ アゼルバイジャンで和食が世界文化遺産登録（2013）
✓ 現地航空会社による日本との貨物直行便就航(2016)
✓ 国交省日本アゼルバイジャン航空協定合意(2017)
✓ 外務省アゼルバイジャン人のビザ緩和発表(2017)
✓ 日本～アゼルバイジャン旅客直行便就航予定(2018)
✓ 世界柔道選手権を開催（2018）



＜開催日＞ 2018年10月25日(木)～27日(土)の3日間

＜開催場所＞ 屋内会場 SAKURA（サクラ）
PASSAGE1901（首都バクー市内の商業施設）
12/14 N, Refibeyli Str, Baku City, Azerbaijan

屋外会場 FUJI（フジ）
Fəvvarələr Meydanı Park（首都バクー市内大型公園内）
Nizami street, Baku City, Azerbaijan

合計300ブース限定
先着順で締め切らせていただきます。

＜ターゲット＞ 日本の商品やサービスに関心の高いアゼルバイジャンの企業・一般消
費者、政府系機関等。
現地PR会社と提携企業の協力により、約20,000社に招待状送付

<来場者数> バイヤー2,000人、一般18,000人 合計20,000人目標

＜公式サイト＞ http://az-expo.jp
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経済成長著しく、無類の親日国であるアゼルバイジャンで、JAPAN EXPOを開催し、日本
の商品やサービスの新しい取引機会を創造します。

日本に対する関心度合いは非常に高いながら、まだまだ日本企業が多く入っていないので、
販路拡大やブランディング、大手企業との取引等、とても大きなチャンスがあります。

JAPAN EXPO 2018の開催概要

＜特徴＞ 1.「第二のドバイ」と言われるブルーオーシャン市場アゼルバイジャン
2.必ず、現地大手企業バイヤーと直接話せる特別商談会
3.即売会でダイレクトに現地ニーズをキャッチできる
4.複数の出展プランによりコストを抑えた出展が可能
5.東北地方の農業・食品生産者様に朗報！10都県規制無し
6.展示会だけでなく、その後のビジネスまで「完全支援型」
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出展プランのご案内

出展の仕方、ブースの大きさの組み合わせで3つのプランをご用意しました。

1.標準プラン ・・・ おすすめの標準プランです。３坪のスペースで個々の商品PRから
の商談、即売、試食にも適しています。
出展料105万円（ﾌﾞｰｽ料70万円、ｺﾝｻﾙﾌｨｰ35万円）

2.ミニブースパック ・・・ 約１坪のスペースで、展示商品数を絞った展開や、特別商談会
に的を 絞るならこちら。
出展料55万円

3.ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｯｸ ・・・ まずはテスト的に、現地ニーズや商品に対する反応を知りたいとお
考えならこちら。
出展料28万円～

標準プラン ミニブースパック テストマーケティングパック

105万円 55万円 28万円～

占有スペース 約3坪 約1坪 約1坪

ブース設備（パーティション） ○占有 △共有 △共有

陳列用テーブル ○2台 △1台 △1台

椅子 ○4脚 △1脚 －

通訳・翻訳機 ○ ○ －

電源設備（配線、タップ1個） ○ ○ ○

出展者用名札 ○ ○ －

ブース用社名パネル ○ ○ ○

共通資材（配布用各種印刷物、他） ○ ○ ○

共用設備　※1 ○ ○ ○

70万円

展示会出展内容の戦略策定支援 ○ ○ ○

展示会用資料の翻訳 ○ ○ ｵﾌﾟｼｮﾝ

展示会への集客、メディア広告 ○ ○ ○

現地大手企業とのマッチング、商談会開催 ○ ○ －

現地視察ツアーのプランニング ○ ○ －

現地要人との面談セッティング ○ ○ －

現地での移動手配 ○ ○ －

展示会後の現地ショールームでの商品展示 ○ ○ －

貿易手続きのレクチャー ○ ○ －

貿易費用の見積もり ○ ○ ○

近隣国への販路開拓支援 ○ ○ －

補助金申請方法のレクチャー　※2 ○ － －

補助金申請書類の作成支援　※2 ○ － －

補助金審査の各種支援　※2 ○ － －

搬入、陳列、搬出代行 － － ○

テストマーケティングレポート　※3 － － ○

35万円

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞展示会用資料の翻訳　※4 － － 6000円～

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞映像制作 内容ごとお見積り 内容ごとお見積り 内容ごとお見積り

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞即売代行 － － 販売額の30%

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞展示物輸送 内容ごとお見積り 内容ごとお見積り 内容ごとお見積り

※1　商談スペース、ドリンク・フード・休憩コーナー、他

※2　小規模事業者様、中小企業様のみ

※3　アンケート100人分、該当カテゴリーバイヤーのコメント

※4　日本語400文字→アゼルバイジャン語

出展料合計
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【複数ブース割引】

２ブース以上の申込に対し、ブース料のボリュームディスカウントをさせていただきます。

詳細は弊社までお問合せください。

Standard

Challenge

Research



バクー旧市街、および大統領府至近の大型商業施設内にある展示ホールです。
同施設内にはCONNECTアゼルバイジャンのオフィスも入居しています。
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会場詳細 SAKURA

ブースエリア以外でも多数の設備が整った会場で、多くの出展者様、来場者様をお迎えします。

①商談エリア ②調理フードコーナー ③ドリンク・フードコーナー
④休憩コーナー ⑤在庫ストックエリア ⑥事務局オフィス
⑦大型厨房設備

90*15090*15090*15090*150

90*150

90*15090*15090*15090*150

特別商談室フリー商談室

完全予約制の特別商談室と、ご自
由に利用いただけるフリー商談室をご
用意しました。

※イメージ ※イメージ ※イメージ

会場の外観 ホール内



SAKURA会場より200mほどの至近、バクー市内でもっとも賑わうニザミ・ストリートに面した大
型公園内に、広々としたスペースをご用意しました。

6

会場詳細 FUJI

ストリートの風景 展示会の風景

集客力高く、試食、即売など一般消費者にアピールするには最高の会場です。
調理の薫りなど、屋外ならでは演出が可能です。

①ブースエリア 広々としたブースエリアをご用意しており、テントには空調機器を完備
しております。

②商談エリア 完全予約制の特別商談室と、ご自由に利用いただけるフリー商談室を
ご用意しております。

90*15090*15090*15090*150

90*150

90*15090*15090*15090*150

特別商談室フリー商談室

※イメージ

※イメージ

※イメージ



今展示会での最大のメリットは、アゼルバイジャン国内の流通最大手であるBRAVO社を筆
頭に、多数の大手流通のバイヤーと直接商談ができる特別商談会にご参加いただける、ま
さにまたと無いビジネスチャンスを提供します。

事前申し込みによる完全予約制で、直接バイヤーへ商品ＰＲや商談ができたり、現地の
ニーズやマーケットの状況を把握することができるこのチャンスを是非ご活用ください。

商談申込み

特別会場で商談会

企業名：IDEAL
業種：化粧品小売

企業名：AZERSUN
業種：食品総合卸

企業名AZGRANATA
業種：食品総合卸

企業名：BAZAR STORE
業種：総合スーパー（25店舗）

企業名：BRAVO
業種：大型ショッピングセンター
（7店舗）

企業名：ARAZ MARKET
業種：総合スーパー（45店舗）

特別商談室で完全予約制 フリー商談室で随時

EXPO2017来場者
バイヤー1400人（リストあ
り）

新規招待企業
バイヤー1000人

出展者様
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特別商談会の開催

流通業以外にも、多数の企
業、経営者が来場予定

出展者様出展者様出展者様出展者様

http://arazmarket.az/
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特別商談会から進出までの3ステップ

ステップ3 アゼルバイジャンでのビジネススタート

ステップ1 特別商談会で商品PR

・大手企業バイヤーと直接商談
・通訳付きでしっかり商品PR

・商談内容をCONNECTと打ち合わせ

特別商談会から 3ステップ でビジネススタート！

ステップ2 CONNECTグループのワンストップサポート

・現地取引の詳細打ち合わせ
・商品輸出業務の打ち合わせ

・日本企業と現地企業との契約サポート

大手スーパー、商社
化粧品チェーン、ECサイト

販売代理店など
多業種、多業態の現地企業
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展示即売について

即売で思う存分アピールしてください

当展示会の特徴として、一般消費者への即売を行い、ダイレクトにその反応を確認できる
機会をご提供します。

過去の展示会では、
・沖縄産の泡盛が国内価格の2.5倍で100本完売しました。
・一番売れたのはスキンケアタイプの付加価値型スポンジが300個完売の実績があります。

本年の展示会では、より多くの来場者数を見込んでおりますので、御社のアゼルバイジャン
での初の販売実績として大きな実りとなりますので、是非とも様々な商品を出展ください。

●即売を支援します

1.釣り銭の心配無しで販売できるよう、事務局にて現地通貨をご用意します。
2.現金管理も同様、日々の売上金をお預かりし、後日日本円でお振込します。

※日本円への両替、お振込にかかる諸経費は実費をご請求させていただきます。



アゼルバイジャンの玄関口GYDバクー国際空港(ヘイダル・アリエフ国際空港)の税関長から、
JAPAN EXPO実行委員会あてに、日本からの輸入は47都道府県生産地を問わず、禁制
品以外のものはすべて問題なく輸入できる旨を、公式レターとしていただいています。

東北地方の農産物、食料品など、10都県規制がありませんので、海外販路開拓には絶
好のチャンスです。

以下、本文訳

品質証明書、原産地証明書（インボイス，梱包リスト，輸出報告書を含む）が添付されている限り
日本国内のいかなる生産地からの製品あるいは、商品を問わず、日本食品、飲み物、あらゆる種類の
製品、材料、設備等、を日本から輸入可能であることを通達する。関税は、インボイス金額プラス輸送
費の合計の３６％掛けとする。
通関のために必要な書類は、品質証明書および、原産地証明書である。特別なものを除きほとんどの
貨物は、現地到着後申告に入ることになる。それゆえ、通関終了するまでには、１日もかからない。

バクー国際空港（GYD）税関

10

通関に関する公式レター



<開催概要> 
開催日： 2017年10月27日(金)～28日(土)(両日9:00~18:00) 
会場： バクービジネスセンター(AzPromoビル 1階フロア1,260m²) 
設営ブース： 60ブース
出展企業数： 約100社

<来場者数>
延べ人数： 9,662人（バイヤー関係 2,780人、その他、一般 6,882人）
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過去の開催実績

会場では日本の企業との商談や売買も活発に行われ、日本産品をアゼルバイジャンほか周
辺国へ輸出する大きなきっかけにもなりました。

また多くの日本人がアゼルバイジャンを知り、そして好きになり、日本アゼルバイジャン国交25
周年のタイミングで、そして2018年の直行便就航増に向けて、二国間関係に拍車をかける2
日間になりました。

●メディア掲載

現地では国営テレビや国営ニュースを始め、この開催前後の１週間はアゼルバイジャン国
内ではJAPAN（Yaponiya）一色となりました。

＜アゼルバイジャン国内メディア＞
・アゼルバイジャン国営テレビ（複数回）
ほか民放10局

・アゼルバイジャン国営ニュース（複数回）
ほかニュース系ウェブサイト多数

＜日本国内メディア＞
・NHK
・東京FM ・BayFM ・毎日新聞
・奄美新聞 ・北國新聞 ・河北新報
・福島民友 ・宮古新報
・日本農業新聞 ・宮古毎日新聞



（株）CONNECTコーポレーションは、シルクウェイグループの公式パートナーとし業務契約を
締結しています。2017年のEXPOにおいては、事前輸送で約5トンの貨物輸送から通関業
務まで依頼し、アゼルバイジャンでは初となる大きな実績を作りました。

またシルクウェイグループ全体とのビジネスミーティングなどにも参加し、グループ全体での連携を
さらに進め、2018年初に合弁会社シルクウェイCONNECTを設立し、現地での和食レストラ
ン事業の展開や、日本企業のアゼルバイジャン進出をかつてない規模で支援する体制を構
築しました。

●シルクウェイ・グランドハンドリング

バクー国際空港において輸出入・地上業
務全般を取り仕切る会社です。シルクウェ
イグループの空港管理会社であり、様々な
アゼルバイジャンバイヤーへつながるハブとな
る会社です。

●シルクウェイウエスト航空

日本からの輸送を担当します。
日本からは小松空港（週2便）、関西
空港（週1便）にて貨物直行便が就航
しております。
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提携先 Silkway GROUP について

●シルクウェイグループとは

アゼルバイジャンで、航空事業を中心に多角展開している大手グループです。
国内はもとより、航空事業で培われた周辺諸国との取引関係は、アゼルバイジャンをハブとし
て日本製品・サービスを拡大していくために、絶大な力を持つパートナー企業となります。
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アゼルバイジャンはユーラシア大陸の中心に位置し、東（アジア）と西（欧州）をつなぐ
ハブとして優位性があります。

アゼルバイジャン（バクー国際空港）は、いま周辺国市場もターゲットとして再輸出機能を
強化しています。

CIS（旧ソ連諸国）、東ヨーロッパ、中央アジア、中近東、GCC（湾岸協力会議諸国）
へ向けて輸出するアルゼバイジャン企業も増えています。

アゼルバイジャンを拠点として
近隣諸国でもビジネス展開ができます！

アゼルバイジャンから近隣諸国へ

CIS東ヨーロッパ

中近東

GCC

中央アジア



日本側では㈱CONNECTコーポレーションがワンストップでご要望を受け、アゼルバイジャン
側ではCONNECTアゼルバイジャンが各種ご要望に合わせたサービスを提供し、日本企業
のアゼルバイジャンおよび周辺諸国への進出を支援します。

また、シルクウェイグループの公式パートナーとして日本からアゼルバイジャンへの輸出入業
務や各プロジェクトを連携して進めています。
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提携パートナー＆ビジネスプラットフォーム

①輸出業務全般（書類作成、通関、空輸便手配、現地審査、

　現地納品、ほか一連の業務）

②新商品の提案 ⑨ビジネスマッチング

③テストマーケティング ⑩広告制作

④代金決済 ⑪広告メディアバイイング

⑤販売戦略策定 ⑫支援機関への申請支援

⑥翻訳 ⑬越境EC支援

⑦国内外物流業務 ⑭商品調達

⑧流通加工 ⑮輸入業務全般

日本企業

アゼルバイジャンの消費者 近隣諸国の消費者

販売パートナー

CONNECTコーポレーション

（日本）

CONNECT Azerbaijan

（アゼルバイジャン）

ワンストップでご依頼

※希望業務だけも可

CONNECT GROUP

公式パートナー

認定

合弁会社

設立

PRパートナー

Silkway

GROUP
（アゼルバイジャン）
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●ECマーケティングサポート＆フルフィルメントサポート

商品とマッチするECサイトを選定のうえ、商品マーケティングを行います。

出展後の進出サポート

●マーケティングサポート

商品とマッチする店舗を選定のうえ、商品マーケティングを行います。

現地スーパーと交渉し、棚どりを
いたします。

販売結果、バイヤーの所見などの
レポートをフィードバックします。

集客力高いECサイトへ
商品登録をいたします。

ビュー、コンバージョン、レビュー等
レポートをフィードバックします。

注文処理、商品保管、発送
作業の代行も可能。

現地で、お届までのフルフィルメント
体制を構築いたします。
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●代理店販売（ビジネスマッチング）

出展後の進出サポート２

●実店舗・オフィスの立上げサポート

日本企業

販売パートナー

CONNECTコーポレーション

ビジネスヒアリング および コンサルティング

CONNECT Azerbaijan

現地パートナー探し

ワンストップでご依頼

CONNECT GROUP

PRパートナー

日本企業

オフィス開設

CONNECTコーポレーション

ビジネスヒアリング および コンサルティング

CONNECT Azerbaijan

候補地選定 および 施工サポート

ワンストップでご依頼

CONNECT GROUP

商業施設への出店 小売店舗開業
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●飲食

2013年12月国連教育科学文化機関（ユネスコ）は４日、アゼルバイジャンのバクーで
政府間委員会を開き、日本政府が推薦した「和食 日本人の伝統的な食文化」を無形
文化遺産に登録することを決めた。（2013/12/5付日本経済新聞電子版より抜粋）

アゼルバイジャンではお酒も飲まれています。
日本食ブーム到来！
ただし純粋な日本食が食べられる店舗が少ない。
日本の食品メーカー・飲食店にチャンスがあります。

アゼルバイジャンでのビジネスイメージ

アゼルバイジャンの飲食店では船盛やお酒を嗜む人達が増えています。
アゼルバイジャンのスーパーで
お米も売られています。

バクーのレストランは日本と比べる
と非常に大型店が多いです。

野外テラス席が多く、普段から
野外での食事に抵抗がありません。

店内は広々としています。

●造園業

2009年10月アゼルバイジャン初の日本庭園が施工され、視察で訪れたイルハム・アリエフ大
統領から感謝のお言葉を頂戴することができました。（小杉造園株式会社HPより抜粋）

造園業をはじめ、日本文化に携わる企業様はチャンスです。
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●化粧品、ファッション

女性の美に対する意識は高く、現在はヨーロッパのハイブランドが多く参入しています。

日本の資生堂が2009年12月よりアゼルバイジャンで化粧品の販売を始めました。
「ここ数年の経済発展は目覚しく、消費者の購買力が大きく伸張しています。
なかでも、女性たちの「美しくなりたい」という意識と高級化粧品に対する関心はともに高まって
おり、同時に化粧品に求めるニーズも多様化してきました。
同市場にはすでに多くの欧米化粧品ブランドも販売を開始しており、今後も成長が期待でき
ることから、資生堂はこれを好機と捉え、日本の化粧品会社としてはじめて本格参入するに
至りました。」 （資生堂NEWS RELEASEより抜粋）

2012年9月よりカネボウもアゼルバイジャンで化粧品の販売を開始しました。

また、国民の多数はイスラム教徒ですが、街を歩く女性でヒジャブ（髪を隠すスカーフ）をして
いる人は1～2割で、以前は伝統的な衣装を着ていましたが、今は洋服を着ています。

化粧品メーカーをはじめ、女性の美に関する企業様はチャンスです。

アゼルバイジャンでのビジネスイメージ２

今、アゼルバイジャンは日本ブームです！
あらゆる日本の商品・サービスにチャンスがあります。
ブルーオーシャン（競合の少ない）のアゼルバイジャンでビジネスを始めませんか。

●サブカル、アニメなど

日本のアニメ、マンガ、サブカルチャー文化は世界的に人気が高く、アゼルバイジャンの若者に
も人気です。



●出展の取り消しについて

出展申込者の都合により、取り消し・解約があった場合、下記のキャンセル料
をお支払いただきます。
2018年8月31日以前 出展料の50%
2018年9月1日以降 出展料の100%

19

お申込みからの流れ

一般企業様 補助金申請企業様

※　補助金申請をご希望の企業様においては、

　　お申込み期限が異なりますのでご注意ください。

4/27 補助金申請

4/20 出展申込み

8/10 EXPO 出展マニュアル配布
※お申し込みごと随時

6/下旬 補助金採択

11/下旬 補助金用報告書提出

1/下旬 補助金受給

7/20 出展申込み

10/上旬 事前輸送品発送開始

10/23 参加者渡航

10/24 ブース装飾、商品陳列

10/25-27 JAPAN EXPO

10/29 帰国

8/31 事前輸送貨物申込み締切

7/31 出展料支払い

7/20 EXPO 参加者ツアー申込み開始

8/20 出展商品リスト提出、審査

11/下旬 EXPO結果集計、報告

10/上旬 事前輸送品発送開始

10/23 参加者渡航

10/24 ブース装飾、商品陳列

10/25-27 JAPAN EXPO

10/29 帰国

8/31 事前輸送貨物申込み締切

7/31 出展料支払い

7/20 EXPO 参加者ツアー申込み開始

8/20 出展商品リスト提出、審査

8/上旬 説明会参加
※お申し込み順で2回に分けて実施

8/10 EXPO 出展マニュアル配布
※お申し込みごと随時

8/上旬 説明会参加
※お申し込み順で2回に分けて実施

7/上旬 説明会参加
※お申し込み順で2回に分けて実施

7/上旬 説明会参加
※お申し込み順で2回に分けて実施

11/下旬 EXPO結果集計、報告



日本とアゼルバイジャンをつなぐ貿易やプロジェクトをサポートし、二国間の発展を創るプロジェクトを遂行
いたします。

●主催団体 アゼルバイジャンJAPAN EXPO実行委員会
・委員長 谷尾 宗親（CONNECTコーポレーション 代表取締役）
・顧問 石田 和靖（株式会社ザ・スリービー 代表取締役）
・副委員長 山重 卓也（CONNECTアゼルバイジャン 最高執行責任者）
・国際Cargo担当 ガスムザデ・トーカイ（シルクウェイウエスト航空 副会長）
・現地空港業務担当 アラクバロフ・イルガール（シルクウェイグランドハンドリング 代表取締役）
・会場提供 ダルヤバリ・ジャービット（GULFグループ 代表取締役）
・メディア・PR担当 フシエフ・ファイグ（アゼルバイジャン国営放送 副会長）
・メディア・PR担当 スレイマンリ・チンギズ（データテクノロジーズ 最高技術責任者）
・事務局長 福村 隆（CONNECTコーポレーション 営業部マネージャー）

●協力・後援
・シルクウエイホールディング
・シルクウェイウエスト航空
・シルクウェイサービス
・シルクウェイトラベル
・シルクウェイバンク
・シルクウェイグランドハンドリング

アゼルバイジャンJAPAN EXPO 2018は上記の協力、後援をいただき開催いたします。
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主催・協力・後援

●協力・後援
・アゼルバイジャン国立言語大学
・azpromo（アゼルバイジャン経団連）
・アゼルバイジャン国営テレビ
・桑折商事倉庫株式会社
・郵船ロジスティクス株式会社

●運営企業

CONNECTアゼルバイジャン
英文表記： Connect Azerbaijan LLC
住所： 12/14 N, Refibeyli Str, Baku City, Azerbaijan
President（代表取締役） 谷尾 宗親
Vice president（取締役副社長） アラスガロフ・ナミッグ
COO（最高執行責任者） 山重 卓也
Food&Restaurant Business chief 小川 秀男
Marketing General Manager スレイマンリ・ジャヴィダン
URL： http://www.connect-az.com/

株式会社CONNECTコーポレーション
英文表記： Connect Corporation Co., Ltd.
住所： 〒332-0027 埼玉県川口市緑町9番35号
代表： 代表取締役社長 谷尾 宗親
資本金： 1億円
関連会社： CONNECT ロジスティクス 株式会社

CONNECT EXPRESS 株式会社
株式会社 CONNECT･EC

URL： http://connect-corporation.co.jp

●出展に関するお問い合わせ先
株式会社CONNECTコーポレーション内
アゼルバイジャンJAPAN EXPO実行委員会事務局
電話：048-299-7489（月～金 9時～18時、土日・祝祭日除く）
Mail：info@az-expo.jp
公式ホームページ：http://az-expo.jp/index.html
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お申し込み方法、申込書の記入時注意点

●お申し込み方法

出展のお申込みは、巻末の「アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018 出展申込書」をご
使用いただき、ファックスまたはEメール添付（PDF形式）にて下記まで送信ください。
※申込書は点線部で切り取るか、コピーしてご使用ください。

FAX：048-299-8476
Mail：info@az-expo.jp

●申込書の記入時注意点

アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018 出展申込書 

 

アゼルバイジャン JAPAN EXPO実行委員会 宛 

 

企画書の内容を確認、「展示会規約」および「個人情報の利用目的」に同意のうえ 

「アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018」への出展を申込みします。 

※記入された個人情報は、ホームページ（http://az-expo.jp/）に記載の「個人情報保護方針」に規定された内容に沿って適切に利用させていただきます。 

※展示会規約は、ホームページ（http://az-expo.jp/）に記載の「アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018 展示会規約」（http://az-expo.jp/agreement）をご確認ください。 

 

申込日 2018年  月  日 

 

企業名・屋号  

上記の英語表記  

住所 〒  

申込者 氏名  

印 
役職名  

Tel  

Mail  

 

出展プラン 標準プラン ・ ミニブースパック ・ テストマーケティングパック 

業種 製造業・卸業・小売業・サービス業・畜産業・飲食業・その他（          ） 

出展商品種別、

または商品名等 

 

 

 

展示会参加人数  人 

展示会参加者 1 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

2 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

3 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

4 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

5 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

 

展示即売 実施予定 ・ 実施予定無し 

特別商談会 希望する ・ 希望しない 

厨房設備の利用 希望する ・ 希望しない 

出展物の事前輸送 希望する ・ 希望しない 

特記事項  

 

以上 

ブースの看板、名札な
ど、現地での表記に使
用します。

申込み会社・団体にお
いて、当該業務の職
務権限を有する方とし
てください。

左記申込者様の印

会場、ゾーン、ブース
位置を決める際の参
考にさせていただきま
す。

名札の表記に使用し
ます。
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アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018 出展申込書 

 

アゼルバイジャン JAPAN EXPO実行委員会 宛 

 

企画書の内容を確認、「展示会規約」および「個人情報の利用目的」に同意のうえ 

「アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018」への出展を申込みします。 

※記入された個人情報は、ホームページ（http://az-expo.jp/）に記載の「個人情報保護方針」に規定された内容に沿って適切に利用させていただきます。 

※展示会規約は、ホームページ（http://az-expo.jp/）に記載の「アゼルバイジャン JAPAN EXPO 2018 展示会規約」（http://az-expo.jp/agreement）をご確認ください。 

 

申込日 2018年  月  日 

 

企業名・屋号  

上記の英語表記  

住所 〒  

申込者 氏名  

印 
役職名  

Tel  

Mail  

 

出展プラン 標準プラン ・ ミニブースパック ・ テストマーケティングパック 

業種 製造業・卸業・小売業・サービス業・畜産業・飲食業・その他（          ） 

出展商品種別、

または商品名等 

 

 

 

展示会参加人数  人 

展示会参加者 1 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

2 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

3 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

4 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

5 氏名  役職名  

氏名ローマ字  

 

展示即売 実施予定 ・ 実施予定無し 

特別商談会 希望する ・ 希望しない 

厨房設備の利用 希望する ・ 希望しない 

出展物の事前輸送 希望する ・ 希望しない 

特記事項  

 

以上 
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アゼルバイジャンJAPAN EXPO実行委員会

公式ホームページ：http://az-expo.jp


