
オートアフターマーケットの活性化を目的とした商談型展示会

20
2023

主催：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会 

2023年3月7日（火）～9日（木）
10：00～17：00 （最終日のみ16：00まで）

会　期

東京ビッグサイト  西3・4ホール会　場

The 20th International Auto Aftermarket The 20th International Auto Aftermarket EXPO202323

出展規格

申込手順

会期までのスケジュール

■ 通常小間出展料金

割引設定

■ 展示台出展料金

出展
申込書・契約書
提出

12/31（金）
最終申込
締切

12月中旬
1次小間図
発表

10/31（月）
早期申込
締切

装飾・電気他
各種申込書
提出

最終小間図
発表

開催日
2023年
3月7日（火）
～9日（木）

国際オートアフターマーケットEXPO運営事務局 〒108-0072  東京都港区白金1-12-2  JC Residence 2F  （株）ジェイシーレゾナンス内
TEL.03-5422-9446　FAX.03-5422-9149   E-mail. information@iaae-jp.com

　・ スペース渡しとなります。隣接するブースがある場合のみ、高さ2.7mのシステムパネルを
　 　施工した状態でのお引き渡しとなります。　

　・ ディスプレイパッケージ（80,000円（税別）～）もご用意しております。
　 　詳細は12月中旬にお渡しする出展準備要項にてご確認ください。

※すべてに該当する場合、１小間につき30,000円（税別）の割引となります。

1小間（3m×3m） 305,000円 （税別・装飾費別）

1社・1枠（45分間 ： 無料）

① 主催者構成団体会員 1小間あたり10,000円割引
② IAAE2022出展者 1小間あたり10,000円割引
③ 早期申込（10/31まで） 1小間あたり10,000円割引

１・２展示台 ････････････120,000円（税別）/ 1展示台あたり
3展示台以上 ･･････････110,000円（税別）/ 1展示台あたり

出展申込書・契約書に必要事項すべて
を記載し、FAXもしくはメールにてご提
出ください。

FAX：03-5422-9149
E-mail： information@iaae-jp.com

❶ ご捺印のうえ、原本をご郵送ください。❷ 事務局にて確認後、
ご担当者様へ受理確認の
連絡をいたします。

❸

※ 満小間になり次第申込終了となります。

※ 11月末までに
　申込された方のみ

※ 12/1以降に
　申込された方

〒108-0072
東京都港区白金1-12-2  JC Residence 2F
（株）ジェイシーレゾナンス内
国際オートアフターマーケットEXPO運営事務局

送付先

装飾

1.  壁面パネル【白】(w990 x h2700)  1枚
2.  引き戸付き展示台【白】(w990 x d700 x h750)  1台
3.  展示台サイン【黒ゴシック】(w950 x h200) 1枚
4.  スポットライト 75w 1灯
5.  2口コンセント(100V)  1個
6.  電気供給 500W

出展スペース詳細

■ 出展者プレゼンテーション

出展者は出展者プレゼンテーション(1社1枠のみ：45分間)をお申込いただけます。
枠に限りがあるため先着順となります。何卒ご了承ください。

【オプション】　※詳細は後日提出書類にて
 ・2展示台お申込の方は、h2700の壁面パネルの上部に
　 社名サイン(w1,940mm × h400mm)を有料にてお申込
　 いただけます。
 ・3展示台以上お申込の方は、h2700の壁面パネルの上部に
　 社名サイン(w2,930mm × h550mm)を有料にてお申込
　 いただけます。

【注意事項】
※出展者限定となります。外部講師によるプレゼンはご遠慮ください。
※1枠45分。会場の都合上、プレゼンテーション時間は変更になる場合があります。 
※先着順にて受付いたします。枠が埋まり次第、受付を終了いたします。 
※申し込み枠数・日時などは事務局にて可能な限り調整いたしますが、ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。
※プロジェクター・スクリーンは事務局にてご用意いたしますが、PC端末などは各自ご用意ください。
※プレゼンテーションの事前告知や集客は各自行ってください。 
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国際オートアフターマーケット EXPOとは

開催概要
名 称 
英 文 名 称
会 期
会 場

主 催

後 援 

協 賛

特 別 協 力

メディアパートナー

入 場 料 

事 務 局 

第20回 国際オートアフターマーケットEXPO2023（略称：IAAE2023）
The 20th International Auto Aftermarket EXPO 2023
2023年3月7日（火）～9日（木） 10：00～17：00 （最終日のみ16：00まで）
東京ビッグサイト 西3・4ホール

国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会 
実行委員会構成メンバー
○自動車部品・用品関連団体（14団体）
　一般社団法人日本自動車部品工業会 /全国自動車部品販売店連合会 / 一般社団法人日本自動車販売協会連合会  
　一般社団法人日本自動車機械器具工業会 / 一般社団法人日本オートケミカル工業会 / 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 
全国自動車用品工業会 / 日本フィルターエレメント工業会 / 一般社団法人日本自動車部品協会
一般社団法人日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会  / 全日本自動車部品卸商協同組合 / 一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会 
　一般社団法人自動車用品小売業協会  / リビルド工業会全国連合会 
○日刊自動車新聞社
○株式会社ジェイシーレゾナンス

経済産業省 / 国土交通省 / 総務省 / 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） / 独立行政法人自動車技術総合機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構  （順不同、前回実績、申請予定）

一般社団法人日本自動車工業会 /日本自動車輸入組合 / 一般社団法人日本自動車タイヤ協会 / 一般社団法人全国軽自動車協会連合会
一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 / 日本自動車車体整備協同組合連合会 /石油連盟 / 一般社団法人日本自動車機械工具協会
一般社団法人日本損害保険協会 /一般社団法人日本自動車連盟 / 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会
公益社団法人全日本トラック協会 / 公益社団法人日本バス協会 / 一般社団法人日本自動車リース協会連合会 / 全国石油商業組合連合会 
全国タイヤ商工協同組合連合会 / 日本ウインドウ・フィルム工業会 / 日本カーディテイリング協会 / 一般社団法人日本自動車リサイクル機構
一般社団法人日本オートオークション協議会 / BSサミット事業協同組合 / 日本自動車ガラス販売施工事業協同組合 / 全日本ロータス同友会 
ロータストラックネット /全国自動車整備協業協同組合協議会 /全国自動車電装品整備商工組合連合会 / インターネットITS協議会  
一般財団法人日本溶接技術センター / 一般財団法人日本自動車査定協会 / 一般社団法人日本自動車流通研究所  
全国ディーゼルポンプ振興会連合会 / 台湾貿易センター / 一般社団法人電気自動車普及協会 / 一般社団法人軽金属溶接協会
一般社団法人日本輸入車整備推進協会 /  一般社団法人日本自動車購入協会 （順不同、前回実績、申請予定）

オートアフターマーケット連絡協議会 / オートアフターマーケット活性化連合（AAAL） / アフターマーケットサプライヤー活性化委員会（AAC）
（順不同、前回実績、申請予定）

日刊自動車新聞 / 整備戦略 / カーディテイリングニュース / AUTOMOTIVEアフターマーケット / 自動車優良部品 / せいび界 / レスポンス 
サービス戦略 / 日刊油業報知新聞 / 保険毎日新聞 / 月刊ガソリン・スタンド / CAR CARE PLUS （順不同、前回実績、申請予定）

1,000円 （税込 / 登録制）　※特別招待券持参者・WEB事前登録者は無料　

株式会社ジェイシーレゾナンス
〒108-0072  東京都港区白金1-12-2  JC Residence 2F
TEL.03-5422-9446　FAX.03-5422-9149   E-mail. information@iaae-jp.com

国際オートアフターマーケットEXPOは、
自動車のアフターマーケットビジネスの活性化を図るコンベンションです！
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来場対象

オートアフターマーケットに関わる全事業者
●新車ディーラー
●中古車販売店、中古車買取店
●整備業、鈑金塗装業
●用品販売店、ホームセンター
　タイヤショップ
●自動車電装品店
●自動車ガラス店
●ディテイリングショップ

●ガソリンスタンド
●カスタムショップ、チューニングショップ
●商社、部品商、部・用品メーカー
●福祉関連事業者
●自動車リサイクル関連事業者
●運送業・輸送業、ロードサービス業 
●保険会社、アジャスター
●レンタカー、リース、カーシェアリング事業者　等

EEXPO2023

開催実績

出展者について
●出展者数 238社・団体　489小間 
 　　　　　　　　　　（国内出展者数過去最多）

●名刺獲得数 85.8枚／社（国内出展者平均）
●出展成果

来場者について
●来場者数 登録実数　  9,561名  
 延べ人数　18,900名

●来場者の業種

IAAE2019実績（東京ビッグサイト開催）

出展者について
●出展者数 296社・団体 549小間 
●名刺獲得数 175.9枚／社（国内出展者平均）

●出展成果

来場者について
●来場者数 登録実数　16,259名  
 延べ人数　34,129名

●来場者の業種

非常に満足
13.2%

満足
67.0%

普通
14.2%

やや不満 4.7% 不満 0.9%

商社・
部品商・販社
23.9%

自動車部品/
用品メーカー
20.4%

その他
7.3%

官公庁/地方自治体/関連団体 1.6%

プレス 1.8%

SS・石油元売り関連 2.8%

ディテイリング/
ガラス店 6.3%

教育機関/研究機関 0.8%

自動車流通/
販売（新車・中古車） 10.1%

自動車（四輪・二輪）
メーカー 8.1%

分解整備・車体整備
/用品販売/電装品店

16.9%

■ IAAE2019実績

■ IAAE2022実績

出展対象
部品・用品関連

カーディテイリング/メンテナンス関連

事業提案・ビジネス支援

分解整備関連

自動販売・流通関連

車体整備関連

商用車・大型車関連

福祉・環境関連 その他

　・ 補修部品、交換部品　

　・ 電装部品、消耗品

　・ リサイクルパーツ（リビルト、リユース、ヘリテージ）

　・ 用品/ アクセサリー

　・ 自動車ガラス、タイヤ　等 

　・ 補修部品、交換部品　

　・ 電装部品、消耗品

　・ リサイクルパーツ（リビルト、リユース、ヘリテージ）

　・ 用品/ アクセサリー

　・ 自動車ガラス、タイヤ　等 

　・ ボディポリッシング、ボディコーティング　

　・ ルームクリーニング、外装クリーニング　

　・ ウインドウフィルム、ボディラッピングフィルム　　

　・ 内装リペア、ウインドウリペア、デントリペア　　　

　・ 洗車機器、資材、ガラス研磨、撥水関連　等

　・ ボディポリッシング、ボディコーティング　

　・ ルームクリーニング、外装クリーニング　

　・ ウインドウフィルム、ボディラッピングフィルム　　

　・ 内装リペア、ウインドウリペア、デントリペア　　　

　・ 洗車機器、資材、ガラス研磨、撥水関連　等

　・ ビジネスモデル、ニュービジネスの提案

　・ 自動車ビジネス加盟店募集、サービス導入店募集

　・ 顧客管理支援システム、運行管理システム　

　・ M&A / 事業承継　

　・ コンサルティング、マーケティングリサーチ　等

　・ ビジネスモデル、ニュービジネスの提案

　・ 自動車ビジネス加盟店募集、サービス導入店募集

　・ 顧客管理支援システム、運行管理システム　

　・ M&A / 事業承継　

　・ コンサルティング、マーケティングリサーチ　等

　・ 各種整備、エーミング関連機器、メンテナンス機器

　・ ハンドツール工具、専用工具 

　・ 各種テスター、スキャンツール 

　・ オイル、潤滑油

　・ 整備支援システム、見積システム　等

　・ 各種整備、エーミング関連機器、メンテナンス機器

　・ ハンドツール工具、専用工具 

　・ 各種テスター、スキャンツール 

　・ オイル、潤滑油

　・ 整備支援システム、見積システム　等

　・ 新車・中古車販売支援システム

　・ 中古車買取、査定支援システム

　・ レンタカー、カーシェアリング

　・ カーリース、残価設定ローン

　・ 中古車輸出 / 支援システム　等

　・ 新車・中古車販売支援システム

　・ 中古車買取、査定支援システム

　・ レンタカー、カーシェアリング

　・ カーリース、残価設定ローン

　・ 中古車輸出 / 支援システム　等

　・ 各種溶接関連、パネル修正機、フレーム修正機

　・ 各種鈑金関連機器、ツール

　・ 塗料、塗装機器、塗装関連資材　

　・ 見積、工程管理、軽補修関連 　

　・ 検査、測定器、各種消耗品　等

　・ 各種溶接関連、パネル修正機、フレーム修正機

　・ 各種鈑金関連機器、ツール

　・ 塗料、塗装機器、塗装関連資材　

　・ 見積、工程管理、軽補修関連 　

　・ 検査、測定器、各種消耗品　等

　・ 商用車、大型車の整備機器、ツール

　・ 商用車、大型車の部品、用品

　・ 商用車、大型車のリサイクルパーツ

　・ ディーゼルメンテナンス関連　

　・ 商用車、大型車の売買システム　等

　・ 商用車、大型車の整備機器、ツール

　・ 商用車、大型車の部品、用品

　・ 商用車、大型車のリサイクルパーツ

　・ ディーゼルメンテナンス関連　

　・ 商用車、大型車の売買システム　等

　・ 福祉車両

　・ シニアモビリティ

　・ 電動モビリティ

　・ 充電設備、インフラ　

　・ その他環境対応機器・システム　等

　・ 福祉車両

　・ シニアモビリティ

　・ 電動モビリティ

　・ 充電設備、インフラ　

　・ その他環境対応機器・システム　等

　・ ロードサービス関連

　・ 保険関連

　・ 交通事故抑制装置　

　・ テレマティクス関連

　・ 販促ツール、サイン、ディスプレイ　等

　・ ロードサービス関連

　・ 保険関連

　・ 交通事故抑制装置　

　・ テレマティクス関連

　・ 販促ツール、サイン、ディスプレイ　等

※2020年は開催延期、2021年はオンライン開催のみ
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