プレス登録 ＠プレスルームのご案内
Information for Press registration at Press room

■プレスルーム： 西 2 ホール「アトリウム」内
取材目的でご来場いただいた報道関係者は「プレスルーム」にてプレス登録をいたします。（一部、一般受付にて対応）
Wi-Fi や各種リリース、水やスナックもご用意しております。ぜひお立ち寄りください。

■Press Room: West Hall 2, Atrium area
Admission only to journalists within the framework of their press activities, please visit us for press registration.
The following materials are available; Internet service, Messe Frankfurt's press releases and snacks and drinks.

プレスルーム（アトリウム内）
Press room at Atrium
South Hall 2

Red: Pets not in a carrying case
Blue: Pets in a carrying case

West Hall 1

South Hall 1

⼀般受付にて対応
アトリウム

West Hall 2

Main Entrance

East Hall

インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～ / Interpets Asia Pacific 2021
2021 年 4 月 1 日（木）－4 日（日） 10:00－17:00
1(Thu) – 4(Sun) April, 2021

※お名刺を 2 枚ご用意ください※
*Please prepare 2 name cards*

プレス登録 / Press Registration
プレスバッジは取材目的の報道関係者に発行いたします。
Please note that the Press Badge will only be issued to qualified professional journalists and editors.

■お名刺をお持ちでない方はご記入ください / If you do not have name cards, please fill in all the items below.
氏名 / Name
会社名 / Company name
所属部 / Department

役職 / Title

住所 / Address

電話（携帯） / TEL (Cell)

FAX

メールアドレス / E-mail

■下記項目をご記入ください / Please fill in the box.
媒体名
Publication name
掲載予定日
Expected publication date
媒体区分（複数選択可）

1.□ 業界紙誌 / Industrial Paper & Magazine

2.□ 新聞 / Newspaper

Publication category

3.□ 雑誌 / Magazine

5.□ テレビ / TV

(multiple choice)

職種区分（複数選択可）
Occupation category
(multiple choice)

撮影の有無
Photography Permit

4.□ ウェブ / Web

6.□ ラジオ / Radio

7.□ その他：ご明記ください / Others: Please specify （
1.□ 編集 / Editor

2.□ 記者・ライター / Writer

）
3.□ ディレクター / TV Producer & Director

4.□ カメラマン・音声・レポーター / Photographer, Sound engineer, Reporter
5.□ 営業・企画・制作・広報 / Marketing and Sales Promotion, Advertisement, PR
6.□ その他：ご明記ください / Others: Please specify （

あり / YES

・

なし / NO

）

※許可証ステッカーは撮影後に各自で破棄ください
※Please throw away the permit sticker when you are done.

裏面もご確認ください。 Please also check the back side.

個人情報の取り扱い / Privacy Policy
ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および
出版物、各種サービスや関連情報、共催者、出展者・スポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これ
らの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は当社にて厳重に管理いたします。
Your personal data may be used for the purpose of providing information on fairs / magazines and related services of the Messe Frankfurt Group
companies as well as on products and services provided by co-organisers, exhibitors and sponsors. We will utilize your data for no other purposes. The
personal information received will be kept under our strict control and management.

入場同意書 / Admission of Enter
ご入場される皆さま全員が対象となります。ご家族の場合は代表者のみご提出ください。
This form must be completed by all visitors. If you are with your family, please submit one form for each family member.

■別紙の「新型コロナウイルス感染症対策について」をご確認いただき、ご署名をお願いします。
■Please sign after you have confirmed a pasted paper "Measures against new coronavirus infections".

□

「新型コロナウイルス感染症対策について」に同意します
I agree with the "Countermeasures against COVID-19".

■別紙の「ペット同伴における入場について」をご確認いただき、ご署名をお願いします。また、同伴されるペットの数をご記入ください。
■Please indicate the number of pets you will be bringing.

□

同伴するペットはいません

□

「ペット同伴における入場について」に同意します

同伴ペット数
Number of accompanying pets

No accompanying pets.

□ 犬 / Dogs （

）匹

□ 猫 / Cats （

）匹

□ その他 / Other （

）

※例：ウサギ 3 羽 / e.g. 3 Rabbits.

ご協力ありがとうございました。 Thank you for your cooperation.

インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～
Interpets Asia Pacific 2021
2021 年 4 月 1 日（木）－4 日（日） 10:00－17:00
1(Thu) – 4(Sun) April, 2021

新型コロナウイルス感染症対策について
ご参加いただく皆さまの健康保全を第一に、主催者では新型コロナウイルス感染防止策を講じます。ご来場の際に
は以下の内容を遵守いただきます様ご協力をお願い申し上げます。遵守いただけない場合、
入場をお断りいたします。

【ご入場について】

以下に該当する場合は入場をお断りいたします。

● マスクを正しく着用していない場合
● 消毒液による手指消毒をしない場合
● 会場入口での検温にご協力いただけない場合
● 会場入口での検温で37.5度以上の発熱がある場合
● 本同意書をご提出いただけない場合または必要事項にご記入いただけない場合
● 咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状がある場合
● 過去に新型コロナウイルスに感染し、感染症陰性結果が出てから2週間以上経っていない場合
● 過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航歴並びに当該在住者との濃厚接触が
ある場合

● 過去2週間以内に外国から日本へ入国した場合
● その他体調がすぐれない場合（味覚・臭覚異常、疲労感や倦怠感を強く感じるなど）
● 来場ペットの体調がすぐれない場合

【個人情報の開示について】

● 感染が発生した場合は、感染経路特定のため、主催者より必要情報を政府機関・自治体の要請により開示させていただきます。

【ご協力のお願い】

以下の内容に同意します。

● 状況に応じた十分な感染防止策を講じるため、開催までに感染症対策を改定する場合がございます。変更の際は当ウェブページでご
案内いたします。
● ご来場に際して発生した疾病、事故、損害、滅失に関する責任は一切負いかねます。
● 会場ではマスクの着用と頻繁な手洗い・消毒を実施し、密になり得る状況での長時間の会話は避けてください。
● 会場内では人との間隔を最低1m、できれば2m 空けてください。
● 人とペットまたはペット同士の距離を最低1m、できれば2m 空けてください。できるだけ抱っこやカートの利用をし、リードでの歩行を
控えてください。
● 出展製品等に触れた場合はこまめに手指を消毒してください。
● 大声で話すことは避け、出展者とも最低1m、できれば2m 確保するよう努めてください。
● 訪問したブースについては可能な限り日時・相手先担当者等について記録してください。
のインストールし接触確認を行ってください。
● 厚生労働省開発の新型コロナウイルス接触確認アプリ
（ COCOA）

● 来場後に感染が発覚した場合は、速やかに主催者事務局まで連絡してください。

ペット同伴における入場について
ペットと同伴される場合、以下の内容を遵守いただきます様ご協力をお願い申し上げます。遵守いただけない場合、
入場をお断りいたします。

【同伴ペットについて】

以下の内容に該当しないことを誓約いたします。

● 特定動物：環境省が定める特定動物リストに該当する動物
● 豚・イノシシ：CSF（豚コレラ）発生に伴い、感染の可能性がある豚・ミニブタ・イノブタ・イノシシ等
● 狂犬病予防注射の未接種：狂犬病予防法で定められている予防注射を接種していない犬
をお持ちの場合はこの限りではありません。
※獣医師による
「狂犬病予防接種猶予証明書」

【会場内でのお願い】

以下の内容について誓約いたします。

● 飼い主様がペットから離れることのないようにお願いします。必ずリードをお付けいただき、安全のためできるだけ短く持ってください。
会場が混雑している場合、ペットを抱いて入場をお願いすることがあります。
● カートやバギーでお越しの際は、通路を塞いだり他のお客様の迷惑にならないようご配慮ください。
● 猛犬や危険な動物など他のお客様に迷惑がかかる恐れがある時は、入場をお断りする場合があります。
● 他のペットやお客様に噛みついたりしないように十分ご注意ください。
● 会場内でのペットをめぐるトラブルや商品サンプルの飲食・使用に関するトラブルについて、主催者は一切の責任を負いかねます。来
場者同士や来場ペット同士のトラブルにつきましては、当事者間で解決していただきますようお願いします。
● ペットの一時預かりサービスは行っておりません。
● ホール内にペットトイレをご用意しています。ペットの糞尿については責任を持ってご対応をお願いします。
● 会場には、一部、ペット同伴で入場できない場所がありますので、ご了承ください。

【 IMPORTANT】Countermeasures against COVID-19
Please observe the following measures at the fair.
The measures may be revised. Once revised, it will be announced on the official website.
The organiser will not be responsible for any illness, accident, damage or loss occurring at the fair.
【 About enter】
Those who apply to the following conditions on the day of visit to our trade fairs will not be allowed
to enter
• Those who are not wearing a mask at the venue entrance.
• Those who do not disinfect their hands with hand sanitizer at the venue entrance.
• Those who present with a body temperature of 37.5 or over.
• Those who reject registration of information including personal information at pre-registration or reception at the
venue.
• Those who have symptoms such as cough, sore throat, or difficulty breathing.
• Those who have been infected with COVID-19 and are still within the past 14-days since a negative test result was
obtained.
• Those who have traveled to a country or a region for which government entry restrictions or 14-days quarantine
conditions apply, or has had close contact with residents of such countries / regions within the past 14-days.
• Those who have entered into Japan from abroad within the past 14-days.
• Those who are not feeling well (e.g., abnormal sense of taste or smell, fatigue).

【 Disclosure of personal information】

The minimum amount of personal information registered may be disclosed upon the request of the government or
municipality for such reasons as identifying the route of infection.

【 Countermeasures against COVID-19】

Please observe the following measures at the fair.
The measures may be revised. Once revised, it will be announced on the official website.
The organiser will not be responsible for any illness, accident, damage or loss occurring at the fair.

【 Admission will be denied in the following cases.】

• If you are, or were determined to be infected with COVID-19 and if more than 2 weeks have not passed since you
tested negative.
• If you have traveled to countries/regions for which the Japanese government has implemented immigration
restrictions or which require a post-arrival observation period within 2 weeks, or if you had close contact with a
person from those countries/regions.
• If you entered Japan from overseas within 2 weeks.
• If your body temperature is 37.5℃ (99.5℉) or higher on the day of your visit.
• If you have symptoms such as a cough, sore throat, breathlessness, or if you feel unwell.
• If you do not consent to the registration of your personal information.
• Not wearing a mask.
• Not disinfecting your hands with a hand sanitizer.
• Refusing a body temperature screening using thermography or alike

【 We ask for your understanding and cooperation with the following infection control
measures.】
• We may restrict entry of the exhibition area if the number of persons exceeds the designated capacity.
• If you found yourself being infected after coming to the venue, please contact the organiser's office immediately.
• The minimum amount of personal information registered may be disclosed upon the request of the government or
municipality for such reasons as identifying the route of infection.

取材について / Press Pass Policy

■プレスバッジ
プレスバッジは取材目的の報道関係者を対象に、会場内のプレスルームで発行しております。
プレスバッジを着用して、会場内で営業・マーケティングなど取材以外の活動を行うことはご遠慮ください。
これらの活動を行った場合は、今後のプレスバッジの発行をお断りさせていただきます。
■Press Pass
Please note that the Press Badge will only be issued to qualified professional journalists and editors.
Individuals who attend the show with a press pass, and attempt to market products or services to other visitors or
exhibitors, and will be barred from attending future shows organised by Messe Frankfurt Japan as press.

■撮影許可証「ステッカー」
撮影希望者には撮影許可証ステッカーを、プレスルームにてお渡ししております。
出展製品、出展者ブースを撮影される際は、撮影許可証をお持ちでも必ず事前に各社から許可を得てご対応ください。
会場内では撮影許可証のない撮影行為を取り締まっております。ステッカーは目立つようにご着用ください。
■Photo / Video Permit “Sticker”
For the photographer, you can pick up a photography permit sticker in the press room.
Please ask for permission to the exhibitors before taking photos of their booths or products, even if you have a permit.
Please also put a photo permit sticker on your body that could be easily spotted.

■掲載時のお願い
ビジネス関係者を対象とした「商談日」と「一般公開日」がございます。ご紹介いただく際はご留意ください。
■Request for publication
There are two days for business meetings and open to the public. Please note when publishing.

【見本市の正式表記 / Official title】
和文表記

インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～

英文表記 / English

Interpets – International fair for a better life with pets –

【2019 年の実績 / Report 2019】
出展者数 / Exhibitors

481 社（23 カ国・地域） / 481 (23 countries / regions)

来場者数 / Visitors

44,114 名（26 カ国・地域） / 44,114 (26 countries / regions)
※2020 年は開催中止 / 2020 is cancelled

本見本市をご紹介いただいた際には、お手数ですが下記プレス担当まで掲載誌紙をご送付下さい。
If the show is covered on your media, please kindly send the article to the contact below. Thank you.

報道関係のお問合せ先 / Contact
メッセフランクフルト ジャパン株式会社 プレス担当：加来（かく） / Messe Frankfurt Japan Ms Kaku
Tel. 03-3262-8453 / Fax. 03-3262-8442 / E-mail. press@japan.messefrankfurt.com

