
「HANEDA WEB3.0 EXPO 2023~The bridge to the world through the Blockchain~」 

開催における出展者規約 

 

第一条 （出展申込） 

1. 「HANEDA WEB3.0 EXPO 2023~The bridge to the world through the 

Blockchain~」との名称で開催されるイベント（以下「本イベント」といい

ます）に自身の事業内容又はサービス内容を出展することを希望する者（以

下「出展社」といいます）は、当社が運営する WEB サイト（「本 WEB サイ

ト」という）の、当社の所定の申込フォームに、当社所定の下記事項（以下

「出展社情報」といいます）を入力して当社に提出するとともに、第５条の

規定に従い出展を希望する作品（以下「作品」といいます）を提出すること

により、出展の申込を行うものとします。 

記 

（１） 氏名 

（２） メールアドレス 

（３） （３） 出展社様の概要及びご担当者様情報 

以上 

2. 出展社は、前項の方法による申込を行う際には、お申込み本人が、正確な情

報を入力及び提供するものとします。 

3. 出展社は、出展を 2 社以上で出展した場合には、代表して 1 社１名が本

WEB サイト上で申し込みを行うものとします。代表者は、申込みに際し、

事前に、共同出展社（以下「共同制作者」といいます）から、本規約の理解

及び同意を得た上で、申込を行うものとし、また、共同制作社の一切の行為

及びその結果につき、当社に対し連帯して責任を負うものとします。 

4. 前各項にかかわらず、出展者が次の各号のいずれかに該当する又はそのおそ

れがあると当社が判断した場合には、当社は出展の申込を不承認とし、ま

た、出展契約の成立後であっても、出展契約を解除することができます。 

（１） 他人になりすまして申込をしようとしている又は申込をした場合 

（２） 共同制作社から本規約への同意を得ずに申込をしようとしている又

は申込をした場合 

（３） 過去に当社の運営するイベントにて撤去等の処分を受けていた場合 

（４） 申込の際に当社に提供された出展社情報の全部又は一部が不正確で

ある場合、又は不足、虚偽、誤記若しくは記載漏れが含まれている場

合 

（５） 本イベントの運営、又は本イベントの他の出展社、来場者の行為を

妨害等する行為を行った場合 



（６） 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下「反社会的

勢力」といいます）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢

力の維持・運営・経営に協力・関与するなど、反社会的勢力との何ら

かの交流・関与を行っている場合 

（７） 本規約に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 

（８） 上記のほか、当社が不適切又は不適当であると判断した場合 

 

第二条 （出展内容の審査）  

1. 当社は、当社の裁量に基づいて、各出展申込みについて、本イベントの開催

趣旨及び第５条に定める出展の条件に適合するか等の審査および抽選を行

い、出展の承認・不承認を決定します。 

2. 当社は、出展者に対し、前項に基づき決定した承認又は不承認の結果、並び

に承認決定した出展者に対しては、仮受付完了の旨及び支払方法（支払期限

も含む）について、電子メールにて案内するものとします。 

第三条 （出展契約の成立） 

1. 出展社は、前条第２項に基づき当社が送付するメール記載の方法により、当

社が定める料金表に従い、申込内容に応じて算出される金額（以下「出展

料」といいます）を、所定の方法により支払うものとします。なお、銀行振

込の場合の振込手数料は出展者の負担とします。 

2. 当社が、前項に定める出展料のお支払を確認し、当社所定の形式で作品の受

領をした時点で、当該出展社との間で出展契約が成立し、当該出展社による

出展が決定するものとします。 

3. 出展社は、本条第１項に定める出展料の支払の遅延などにより、出展契約が

成立せず、出展が認められない場合があることを了承します。 

  

第四条 （出展料の取扱い） 

1. 当社は、出展料の受領後、理由の如何を問わず、出展料の返還はしないこと

とし、出展者はこれに同意します。 

2. 当社は、第１５条に定める不可抗力により本イベントが中止となった場合、

出展社に対し、出展料を返還する義務を負わないものとし、出展社はこれに

同意します。ただし、本イベントの中止の原因が新型コロナウイルスの感染

拡大及びこれに起因する緊急事態宣言等の発令である場合には、この限りで

はないものとします。なお、本項ただし書にもとづき出展料を返還する場

合、当社が受領した出展料に利息は発生しないものとします。 



3. 本条第１項の規定にかかわらず、当社は、第１５条に定める不可抗力事由に

よらず当社の都合により本イベントの中止を決定した場合に限り、出展社に

対し、出展社から受領した出展料を返還するものとします。なお、本項にも

とづき出展料を返還する場合、当社が受領した出展料に利息は発生しないも

のとします。 

 

第五条 （出展内容） 

1. 出展社は、本イベントにおいて、当社指定の形式で当社が指定する方法にて

第１条第１項に定める出展申込を提出するものとします。 

2. 出展社は、本イベントにおいて、以下の商品の持込、展示及び販売が禁止さ

れることに同意します。 

（１） 第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、所有権その他の権利を侵害す

る設置物 

（２） 性的描画・描写のあるもの、及び、裸姿、下着姿の描画・描写のあるもの

のうち、社会通念を基準としてわいせつ物と判断されるもの 

（３） 過度に暴力的、差別的、政治的、又は宗教的な表現を含み、社会通念に照

らし普通人に不快を与えると判断されるもの 

（４） 上記のほか、当社が不適切又は不適当であると判断したもの 

 

 

第六条 （出展社情報の管理） 

1. 出展社は、出展契約成立後、当社の事前の承諾なく出展者情報を変更するこ

とはできないものとします。なお、当社が出展社情報の変更を承諾する場

合、当社と出展社は、出展契約を解除した上、出展社は変更後の出展社情報

に基づき、改めて第１条第１項に基づく申し込みを行うものとします。この

場合、当社は、出展料を返還しないことを、出展社はあらかじめ同意しま

す。 

2. 当社は、出展社が登録した出展社情報のうち、作品名、出展社の会社又は概

要・解説（以下「掲出情報」といいます）を広告掲示物に必要に応じ編集の

上、掲載することができるものとし、出展社は、当社による掲出情報の利用

に同意します。 

3. 第三者による使用その他の事由による損害、不利益等に関する責任は、出展

社が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

第七条 （本イベントにおける売買） 

1. 出展者は、本イベントの来場者と自己の責任と費用負担において直接、自ら



の出展作品の売買等の取引を行うことができるものとし、また取引後は、自

己の責任と費用負担において、販売商品の修繕等のアフターサポートを行う

ものとする。 

2. 前項にかかわらず、来場者から当社宛に、アフターサポート又は苦情等の連

絡が来た場合、当社は、出展社に対して、その旨を連絡できるものとしま

す。かかる場合、出展者は、自己の責任と費用負担において対応し、当社に

一切の負担その他迷惑をかけないものとします。 

3. 本イベントの会場内では、本イベント中、現金の取り扱いは一切行うことを

禁止するため、本条第１項の売買は、インターネットプラットフォーム上で

行うものとし、出展社は、同インターネットプラットフォームの利用規約を

遵守するものとします。 

 

第八条 （本イベントにおける当社の免責） 

1. 出展社は、他の出展者、来場者その他の第三者との間に、トラブル、紛争等

が生じた場合には、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。

当社は、出展社に関するトラブル、紛争等に関与、解決する等の義務を負わ

ず、出展社は、当社に対して、トラブル、紛争等への関与、解決等を要求で

きないものとします。但し、当社は、本イベントの円滑な運営のために必要

又は有益と判断した場合には、出展社に関するトラブル、紛争等に関与でき

るものとし、出展社は、当社が要請したときは、これに協力するものとしま

す。 

2. 当社は、本イベントにおいて出展社において行われるいかなる取引、ないし

出展社間、又は出展社と来場者その他第三者（本イベント会場および近隣の

会場で開催予定の他のイベントの関係者を含む）との間で発生するいかなる

事故、苦情その他のトラブル（作品の撮影によるトラブルを含む）に関して

一切の責任を負わないものとします。 

 

第九条 （出展に関する注意事項）  

 

1. 出展する作品を配置する場所、展示方法、その他本イベントにおける作品の

出展に関する一切の事項は、当社の裁量により決定するものとし、出展者は

これに異議を述べることはできないものとします。 

2. 当社は、会場の都合又は安全上の理由により、出展者の承諾なく前項の出展

場所、展示方法等を変更することができるものとし、出展社はこれに従うも

のとします。 

 



第十条 （遵守事項） 

１．出展社は、本規約、別紙「宴会場・会議室使用についてのお願い」を遵守

し、当社からの指示に従うものとします。 

２．本イベントでは、以下の各号に該当する行為またはそのおそれのある行為一

切を禁止します。 

（１） 法令、本規約、羽田空港イベントスペース使用約款その他本イベン

トイベント及び本イベントスペースの利用に関して適用される規約等

に違反する行為 

（２） 第５条第３項各号に該当する作品その他当社が出展を認めたもの以

外の作品を持込、展示、販売する行為 

（３） 誹謗中傷や強引な勧誘その他、本イベントの他の出展者や来場者に

対する迷惑行為又は営業妨害及び当社による本イベントの運営を妨げ

る行為 

（４） 本イベント会場及びその周辺における飲食、飲酒、喫煙（但し、許

容されている場所におけるものを除く） 

（５） 本イベント会場及びその周辺への危険物の持込み 

（６） 本イベント会場内での車両の利用 

（７） 本イベント会場内における、当社が指定し許可した場所以外におけ

る写真・動画の撮影、音声の録音等その方法を問うことなく記録保存

する一切の行為 

（８） 本イベント会場内での音源の使用 

（９） 本イベントの他の出展者や来場者の迷惑となるような展示その他の

行為 

（１０） 本イベント当日、同会場および近隣の会場で開催される他のイベ

ントの運営の妨げ・迷惑になる行為 

（１１） 本イベントの出展社および来場者間での現金のやり取り 

（１２） 出展者の地位の全部又は一部を有償又は無償で第三者に譲渡又は

貸与する行為 

（１３） 虚偽又は欺罔的な情報の提供 

（１４） 詐欺その他の犯罪に結びつく行為 

（１５） 第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、所有権その他の権利を

侵害し、また、侵害するおそれのある一切の行為 

（１６） コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用または提供す

る行為 

（１７） 公序良俗に反する行為 

（１８） その他本イベント会場の利用方法に関する当社からの指示に従わ



ないこと 

（１９） 上記のほか、当社が不適切又は不適当であると判断する行為 

 

第十一条  （出展の中止・解除） 

1. 出展社が前条のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当社は、出展社に対

し、当該行為を直ちに是正するよう要求し、行為が是正されるまでの間、出展

を中止するものとします。 

2. 出展社が、前項の当社による是正要求に従わない場合、当社は、出展契約を解

除できるものとし、出展社に対して、速やかに本イベントから退出するよう要

請するものとします。 

3. 前２項により当社に損害が生じた場合、出展社は、当社に対し、当社に生じた

一切の損害を賠償するものとします。 

 

第十二条 （当日の出展社の入場料） 

1. 当社は、出展社自身が、本イベント会場に入場する場合には、事前申請いた

だいた従業員のみその入場料を免除します。 

2. 出展者が共同制作者の場合、入場料を免除するのは、第１条第４項に従い本

WEB サイト上で申し込みを行った代表者１名のみとします。 

 

第十三条 （本イベントのプロモーションへの協力） 

1. 出展社は、①当社又は当社の指定する者が、本イベント及び当社が企画、運

営する他のイベントの告知、広報、宣伝及び運営を目的として、本イベント

で出品された作品、出展社の肖像を含む開催風景を写真又は映像で撮影する

こと（撮影された写真及び映像を以下「プロモーション素材」といいま

す）、②当社又は当社が指定する第三者が、プロモーション素材及び作品名

や作品出展時に掲載することを希望する出展者名、出展者のプロフィールも

しくは作品の概要・解説を、本ヴァーチャル空間を含む本 WEB サイト、テ

レビ、ラジオ、新聞、雑誌、カタログ、DM、パンフレット等の印刷物に利

用すること（以下「本利用」といいます）を許諾します。なお、本利用は、

期間及び場所を限定されず、かつ出展社に対する対価の支払いを要しないこ

とに、出展社は同意します。 

2. 出展社及び共同出展社を代表して申込を行う出展者は、前項に定めるプロモ

ーション素材の撮影及び本利用に関し、当社又は当社の指定する第三者に対

し、著作権、著作者人格権、肖像権その他の権利を自ら行使せず、かつ共同

出展社をして行使させないものとします。 

3. 前項にかかわらず、共同出展社が前項に規定する権利を行使した場合、当社



は一切関与しないものとし、出展社は、自己の費用と責任において解決する

ものとし、また、当社が共同出展社からの請求により損害を被った場合は、

出展社は、当社が被った一切の損害を賠償するものとします。 

 

第十四条  （不可抗力） 

天災地変、火災、地震、豪雨、洪水、悪天候、感染症等の流行、戦争、クーデター、暴

動、内乱、交通機関の停止又は遅延、事故、ストライキその他の労働争議、テロの恐

れ、皇室における訃報その他これらに準ずる不可抗力による事由により、本イベントの

開催が不可能又は困難となったと当社が判断した場合、当社は、本イベントの中止又は

時間変更等をすることができるものとし、かかる中止等に起因する損害、損失及び費用

について、出展者に対して、債務不履行責任（損害賠償責任を含む）その他一切の責任

を負わないものとします。 

 

第十五条  （守秘義務） 

出展社は、本イベントに関して知り又は知り得た当社に関する一切の情報を、本イベン

トへの参加目的以外に利用し又は第三者に開示・漏洩してはならないものとします。 

 

第十六条  （個人情報の取扱い） 

1. 当社は、出展社から提供された個人情報を、当社が別途定めるプライバシー

ポリシーで定められた目的の範囲内で使用できるものとします。また、出展

者は、上記に従って、当社が出展社から提供された個人情報を使用すること

に同意します。 

2. 当社は、出展社が本イベント来場者との間で行う個人情報の授受、及び個人

情報の利用に関して発生したトラブル、損害、不利益等について一切の責任

を負いません。出展者は、本イベント来場者の個人情報の提供を受けた場

合、個人情報保護法に従って取り扱うものとします。 

 

第十七条  （損害賠償及び紛争） 

出展社が本規約に違反する等その行為により、当社に損害を与えた場合、出展社は、

当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。 

 

第十八条  （知的財産権等） 

本 WEB サイト上の写真、動画、文字その他の情報に関する著作権（著作権法第

27 条及び第 28 条に定める権利を含みます）、特許権、実用新案権、商標権、意匠

権その他の一切の知的財産権（それらの権利を取得する又はそれらの権利につき

出願、登録等を行う権利を含み、以下「知的財産権」といいます）は、当社又は



当社が指定する第三者に帰属するものとします。ただし、出展社が自ら本 WEB

サイト上等に登録した作品写真や文字情報に関する知的財産権は、当該出展社に

帰属します。 

 

第十九条 （本規約の変更） 

１．当社は、出展社に対して、当社が適当と判断する方法によって通知した上で、い

つでも本規約等の内容を変更、追加、削除、廃止等（以下、あわせて「変更等」

といいます）できます。 

２．出展社は、本規約の変更等について、自己の責任で確認するものとします。出展

社は、本規約の変更等の以降に本イベントに申込み及び出展をした場合は、本規約等

の当該変更等について確認及び同意したものとみなされます。 

 

第二十条 （準拠法及び管轄） 

１．本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

２．本規約に起因又は関連して当社と出展者との間で生じた紛争については、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


