一般募集用

2018 年 10 月 16 日

第 71 回 NAFSA 年次大会（2019 年）
「STUDY in JAPAN ブース（日本合同ブース）」出展参加のご案内
JAFSA 団体会員の皆様へ
特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）
事務局長 高田幸詩朗
日頃より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
JAFSA は、日本の高等教育のプレゼンスを海外で高めるべく[海外教育フェア]の参加に力を入れています。
中でも世界最大の国際教育交流大会である「NAFSA 年次大会」では、会員大学を取りまとめた日本ブースの出展の他、
日本関連セッション企画・支援、JAPAN-SIG の支援など、積極的に活動しています。
NAFSA における「STUDY in JAPAN ブース(日本合同ブース)」は、2017 年大会から「JAFSA」
「JASSO」
「SGU(NAFSA に関
する事務局：早稲田大学)」の 3 機関で連携して運営しており、さらに、文科省の他、外務省、経団連にも協力、後援
いただき、
「オールジャパン」の姿勢で臨む体制となっています。2019 年大会でも同様の体制にて展開予定です。
今や NAFSA 大会での「STUDY in JAPAN」は、参加団体の多さや桜並木を現した華やかな装飾だけでなく、終日の多数
の来場者、積極的・精力的な活動といったところでも、海外から大きな注目・関心を集めています。このような日本
合同ブースの一員として出展参加することは、貴学をプロモートする絶好の機会となります。また合同出展である強
みを生かし、一団体のみではコスト面などで難しい「大会プログラム広告掲載」
「一体感のある会場装飾」などを共同
して実現しており、単一でブースを構えること以上の効果を得ることが可能です。
「STUDY in JAPAN」は規模の大きなブースでありながら、その一体感のある動きに驚かれる来場者も少なくありませ
ん。これは運営体制のみでなく、出展参加される大学・機関の皆様の出展経験年数が増していくことで、展示活動そ
のものがさらに充実し活発になっていることを物語っています。
数だけでなく、質の面でも伸びを見せている「STUDY in JAPAN」の一員となり、NAFSA 年次大会にて積極的にご活動
いただける、大学・機関のご出展を募集致します。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
既に NAFSA2018 ご出展団体の皆様を対象に「先行募集」としてお申込みいただきました。
お陰様で区画の約 9 割のブースへご出展が決まりました。誠にありがとうございます。

・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥
STUDY in JAPAN ブース全体 40 区画のうち、大学・機関の出展募集は「38 区画」です。
(2 区画は、総合案内・情報提供の Information ブースとして使用致します)

◆エンド A<プレミア> （フルブース）
【完売】
◆エンド B （フルブース）
【残り 1 区画】
◆通路 （フルブース/シェアブース）
【残り 4 区画】
1

・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥

一般募集のお申込みは『満席になり次第締め切り』です
・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥

NAFSA2018 フィラデルフィア大会の会場外観および日本ブースの様子

1. 開催日程：2019 年 5 月 26 日（日）～5 月 31 日（金）
※ブース展示は 5 月 28 日（火）～5 月 31 日（金）
2. 開催国・都市 ：米国・首都 ワシントン D.C.
3. ブースにおける主な活動
(1) 世界各国より一同に集まる海外大学との各種打ち合わせ
(2) 新たな提携先・協定先の開拓
(3) 貴学・機関のプログラム・プロジェクトの広報
(4) 他大学・機関との交流を通じた情報収集
4. 展示ブース・概算経費および支払い
※ 重 要 ※
現時点では出展料は概算であり、正式決定ではありません。以下の募集内容は、NAFSAの出展料の値上り、
装飾等費用、現地での作業費などを考慮して作成しています。多少の変更があり得ることはご了承ください。

（１） 展示ブース
STUDY in JAPAN ブース全体 40 区画のうち、大学・機関の出展募集は「38 区画」です。
(2 区画は、総合案内・情報提供の Information ブースとして使用致します)
出展方法(区画、区分)により、出展費用が異なります。
① 1 区画を 1 団体で使用する出展方法（以下「フルブース」
）
通行量の多い通路角のエンド A <プレミア>、セクション反対側の角のエンド B <フル>、それ以外の
通路の 3 箇所の「区分」からお選びいただけます。(具体的な位置は次ページの図面でご確認下さい)
② 1 区画をシェアする出展方法 （以下「シェアブース」
）
通路のブース(次ページ図面内の黄色のエリア)は、2 団体で 1 区画を使用するシェア（1/2）での申
込みも可能です。(角の区画のシェア出展は承っておりません)
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★シェアの組み合わせは、JAFSA にてアレンジさせていただきます。相手のご指定がある場合、申込
み時にあらかじめお申し出ください。(ご要望に添えないこともあります)
★シェアブースの場合、シェアの方法（時間ごとに分けるか、空間を分けるか）は当事者で話合い
の上、決定していただきます。
＜ご出展申込の参考に、NAFSA2018 フィラデルフィア大会の『出展大学報告書』
・
『出展者アンケート』を
ぜひご覧下さい＞
◆青山大学
http://www.jafsa.org/global/nafsa/nafsa2018_philadelphia/entry-1225.html
◆岡山大学
http://www.jafsa.org/global/nafsa/nafsa2018_philadelphia/entry-1224.html
◆筑波大学
http://www.jafsa.org/global/nafsa/nafsa2018_philadelphia/entry-1231.html
◆出展者アンケート（NAFSA2018 大会報告文中（II）
）
http://www.jafsa.org/global/nafsa/nafsa2018_philadelphia/entry-1216.html

＜NAFSA2019 展示会場と日本ブースの位置＞

STUDY in JAPAN
#401、#501

NAFSA パビリオン(展⽰フロアーの中⼼

Entrance

<NAFSA2019 年次大会
会場と日本ブースのイメージ図>
2019 年⼤会の⽇本ブースは、
⼊⼝に近く、⼊場者の⽬にとまる
好⽴地の為、ブース来場者が増え
ることが期待されます !

※日本ブース内の出展団体配置は、
JAFSA にて決定致します。
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（２） 概算経費および支払い
展示実施に係る諸経費（基本ブース料、ブース設営料（カーペット、吊看板等）
、共同広報物作成料（プ
ログラム冊子掲載広告等）
、事務諸費用等、参加登録費）の概算額を以下に記載します。

◆概算経費とお支払いの流れ◆

(★JAFSA 非会員大学の出展は、下記に 5 万円が加算されます)

フルブース

シェアブース

ｴﾝﾄﾞ A<プレミア>
（全 2 区画）

ｴﾝﾄﾞ B<フル>
（全 4 区画）

通路
1 区画

通路
1/2 区画

102 万円

97 万円

92 万円

51 万円

概算経費

※NAFSA2019 終了後に、申込金を差し引いた残金額をご請求いたします
内
訳

82 万円
申込金

残金精算

78 万円

74 万円

41 万円

2018 年 10 月～
申込書受領後、JAFSA から請求書を発行します。
（ご入金をもって出展申込手続き完了となります）
2019 年 7 月上旬頃 (大会終了後約一か月) JAFSA より請求書を発行します。

※あくまで概算経費です。精算は JAFSA から NAFSA への支払い時の通貨レートを適用するため、金額が大きく
変動することがあります。予めご了承ください。
※出展団体増に伴い、JAFSA が事前に NAFSA に支払う立替金額も増加しているため、申込金をいただいております。
精算は、2019 年 NAFSA 終了後、諸経費計算後申込金を差し引いて残額をご請求します。

★JAFSA 非会員大学は、上記の「概算経費に 5 万円が加算されます」
。
「申込金に 5 万円を加算」してご請求申し上げます。
(例: シェアブースの場合、
「概算経費 56 万円、申込金 46 万円」となります。
ご出展と合わせて JAFSA へご入会いただく場合は、この加算はございません。(別途「年会費」のお支払が
必要です)入会については JAFSA の HP をご覧ください。
http://www.jafsa.org/hiroba/entry-88.html
概算に含まれる費用
●フルブース出展の場合：参加者の登録料 2 名無料 （参考：2018 年大会で USD 1,075×2 名）
●シェアブース出展の場合：参加者の登録料 1 名無料（参考：同 USD 1,075×1 名）
概算に含まれない費用
●無料枠以外での参加希望者の参加登録料
（参加登録がまず必要です。NAFSA ホームページを確認の上、各自でお手続きください。
）
［参考］NAFSA 年次大会参加登録費(NAFSA 非会員 2018 年)：USD 1,075
●揃いのテーブルクロス購入費：約 3 万円（初回出展団体のみ必須）
●現地への荷物送付料（各大学・機関で手配）等
5. 申込方法: 別添の「注意事項」をご確認いただき、ご同意の上、お手続きください。
（１） 下記の申込フォームに必要事項を入力し、ご送付ください。
※申込は日本国内大学および JAFSA 団体会員(大学・教育関連機関、賛助企業)限定です。
https://www.jafsa.org/xoops/modules/edufair/event.php?eid=21
（２） 申込み受付後に、申込金請求書をお送りします。
（３） 申込金をお振込みください。ご入金が確認でき次第、手続完了です。
区画は限られておりますので、手続完了の大学・機関から先着順となります。
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6.

募集申込締切：

『満席になり次第締め切り』

出展団体の STUDY in JAPAN ブース内位置は、JAFSA にてプレイスメントいたします。

7. キャンセルについて
申込み取消しの際は、JAFSA 事務局へご連絡の上、書面をもってご通知ください。
JAFSA 事務局が書面を受理した時点で、正式な申込取消しとなります。 その場合、受理日により下記の
キャン セル料を申し受けます。

～2018 年 10 月 31 日

申込金の半額

2018 年 11 月 1 日～12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日以降

申込金全額
負担経費全額

＜キャンセルポリシー＞
 2018 年 12 月 31 日までのキャンセルは、申込取消受理の 1 か月以内にご返金いたします。


2019 年 1 月 1 日以降のキャンセルは、負担経費が確定する 2019 年 NAFSA 終了後になります。



自然災害・インフルエンザ・疫病・戦争・テロ等により取消される場合も、キャンセル料発生対象になります。



キャンセルされた場合のブースは JAFSA が日本留学のためのプロモーションに使用いたします。



JAFSA はすでにブースの費用を NAFSA に対し前払いしております。リスクの分担という点で、上記
キャンセルポリシーについてはご理解のほどお願いいたします。



NAFSA 自体が中止になった場合は、NAFSA のキャンセルポリシーに従います。



出展団体のご都合によるキャンセルで、JAFSA からの返金が生じた場合、返金のための振込手数料は
出展団体の負担とさせていただきます。



プログラム広告の入稿締切を過ぎたあとのキャンセルの場合、出展に関わらず NAFSA のプログラム広告に
大学名とロゴが掲載されますので、その場合はプログラム広告料を請求いたします。



NAFSA の出展申込と合わせて JAFSA に入会した団体について、NAFSA 出展のキャンセルに伴い JAFSA を
年度途中で退会される場合、年会費の返金はございません。(JAFSA 定款第 3 章第 12 条)

8. 航空費、宿泊費
概算経費には含まれておりません。個々にご手配ください。
9. お問合せ先
特定非営利活動法人 JAFSA （国際教育交流協議会）
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 538 平成ビル 5F
TEL ：03-5155-3780

FAX ：03-5155-3786

E-mail：info@jafsa.org URL： www.jafsa.org

2019 年ワシントン D.C.で皆様と共に
出展できることを楽しみにしています!
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