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新型コロナウイルス感染症対策と出展社ガイドライン 
【展示会にて行う感染症対策】 
本対策は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インテックス大阪の「新型コロナウイルス感染症の拡大予防の取り組み」ならび
に一般社団法人日本展示会協会「感染拡大予防ガイドライン」に則り、定めた対応指針です。 
また、このガイドラインは感染症を１００％防ぐ対策で使われるものではなく、主催者、出展社、来場者、その他全ての関係者が感
染を防ぐために守るべき事項について記載されたものです。 
 
[１] 政府対策本部が定める最大収容定員の管理 
政府対策本部の基本的対処方針にて定められた最大収容定員を超えないよう、会場入口と出口を分け入場数と退場数を管理
し、展示ホール内の滞留人数を常時計測いたします。開催当日、最大収容者数を超えた場合は、入場制限を実施し、入場待機
者は屋外にて物理的距離を保ちお待ちいただきます。 
 

     
 
[２] 来場者、関係者への感染症対策のお願いと周知 
展示会ホームページ、展示会招待状、メールマガジンなどでの事前周知及び当日の看板にて、37.5度以上の発熱や咳などの風邪
の症状など新型コロナウイルス感染疑いがある方のアテンド・来場自粛、入場制限及びマスク着用の義務を周知いたします。 
当日は、サーモグラフィー等での検温の実施や体調不良者が発生した場合の為、隔離された救護部屋を準備し、看護師が常駐い
たします。また、マスク未着用の方のためにマスク配布窓口も設置いたします。 
 

     
 

[３] 各所の定期的な消毒実施 
インテックス大阪内、会場共有部分の定期的な消毒を行います。会場内の諸室、セミナー会場、休憩所などは主催者にて定期的
に消毒を行います。また、会場出入り口には手指消毒液を配置し、手指消毒を励行します。 
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[４] ソーシャルディスタンス保持と飛沫防止、定期的な換気の実施 
受付ではソーシャルディスタンスを確保してお並びいただき、飛沫防止アクリル板等を設置します。会場内外セミナーは席数を減らし、
講演者前には飛沫防止としてアクリル板等を設置し開催します。また、搬入シャッターの一部開放など換気に努め、セミナー会場も
定期的な換気を行います。 
 

     
 
[５] 対人対応の少ない来場事前登録を準備します 

 
 
[６] 新型コロナウイルス対応推奨サービスへの登録を促進します 
来場者、出展社、関係者に以下のサービス、アプリへの登録を促進します。 
・厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「略称（COCOA）」 
・大阪府「コロナ追跡システム」 
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【出展社様に行っていただきたい感染防止ガイドライン】 
 
[１] 出展準備時に行っていただきたい事 

・自社ブースで使用するマスクや消毒液を用意 
※消防法の定めにより、アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は危険物に該当します。 
アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は、ホール毎に最大設置容量が定められておりますので、 
アルコール濃度 60％（60ｗ/ｗ％、もしくは 67ｗ/ｖ％・67ｖ/ｖ％）を超える消毒液の持ち込み量を、 
提出書類【3】消毒液持込量／危険物品持込／裸火使用申請書で届け出を行ってください。 

・顧客を招待する際に会場で検温があること、マスク着用が必須であることなど注意事項の事前周知 
・事前アポ取りの促進による商談の効率化とブースでの密の防止 
・ブースデザインにあたり、密を発生させるリスクを抑えるよう通常よりスペースに余裕を確保 
・施工作業に負担のかかるデザインは極力避けるよう設定、施工時間短縮と施工人員削減による安全な作業環境の確保 
・商談エリアで来場者と対面となるレイアウトの場合には、双方のマスク着用を徹底しつつ、必要に応じて飛沫感染防止のため
のアクリル板やビニールカーテン等の遮蔽物を設置 
・厚生労働省提供の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」や「大阪コロナ追跡システム」の登録 

 

     
 
[２] 搬入・搬出時に行っていただきたい事 

・新型コロナウイルス感染症 拡大防止チェックリストの管理（巻末に書式あり） 
・自社・施工スタッフの日別出席名簿・体調管理のチェック（巻末に書式あり） 
【以下に該当する場合、自宅に待機するように周知・要請】 
風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）がある 、呼吸が困難であ
る（息苦しい）、咳・咽頭痛がある、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある、過去 2 週間以内に
海外から入国・帰国 
※日別出席名簿は新型コロナウイルス感染者発生時に、感染経路特定等の理由により最低限必要となる個人情報を
政府機関・自治体の要請により開示いただくことがありますので、会期終了後 3週間以上保管をお願いします。 

・自社・施工スタッフ・運送会社のマスク常時着用の義務化 
・自社・施工スタッフに手洗いと手指の消毒を励行 
・共有する工具・台車などの消毒・清掃の実施 
・自社ブース搬入完了時にブース内の共有物品や人の手が触れるものを清拭消毒 
・自社ブースで出たゴミは極力持ち帰るよう手配 
・搬出時、出展社製品の搬出を優先 （施工取り壊しは密を避けるため、時差を設け製品搬出後に行うよう手配） 
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[３] 開催期間中に行っていただきたい事 
・新型コロナウイルス感染症 拡大防止チェックリストの管理（巻末に書式あり） 
・自社・施工スタッフの日別出席名簿・体調管理のチェック（巻末に書式あり） 
【以下に該当する場合、自宅に待機するように周知・要請】 
風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）がある 、呼吸が困難であ
る（息苦しい）、咳・咽頭痛がある、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある、過去 2 週間以内に
海外から入国・帰国 
※日別出席名簿は新型コロナウイルス感染者発生時に、感染経路特定等の理由により最低限必要となる個人情報を政
府機関・自治体の要請により開示いただくことがありますので、会期終了後 3週間以上保管をお願いします。 

・マスク常時着用ルールを義務化 ※フェイスガード使用時もマスク着用をお願いします 
・入口・施設内での手洗いや手指消毒の励行を周知徹底 
・展示ブース内の展示物、販促物、不特定多数の高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、電気のスイッチ、キーボード、
タブレット、タッチパネル など）の定期的な清拭・消毒 
※商談に使用するテーブル・椅子や製品などは商談毎に消毒 
・商談や説明時なども含め大声での会話や呼び込みを控える 
・ブース内プレゼン等における聴講者の物理的距離の確保 
・自社ブースの来客状況によりデモンストレーションや商談時間を柔軟に調整し、密な状況を避けるよう可能な限り配慮する 
・可能であれば日別の来場予定顧客名簿を含む商談予定表を作成し管理するよう努める 
・外出や商談後にスタッフの手指の消毒を徹底 
・商談時等でブースへの来客にお茶菓子など飲食物を提供することは極力控える。またノベルティの配布なども極力控える 
・感染が疑われる方が発生した場合、下記対応を全員に周知 
※現地事務局、またはスタッフにお申し付けください。 
主催者同行の元、患者を救護室へ移動した後、健康状態を確認し、所轄の保健所に連絡し、受入病院の確認や救急
車の要請等を行います。 
また、患者搬送後、帰国者・接触者電話相談センター等に消毒等の対応を確認し、適切な処置を行います。 
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開催要項 

[１]名称 鉄道技術展・大阪 
 
[２]開催テーマ －ひと・もの・まちをつなぐ－ 
 
[３]会期 2022年 5月 25日（水）~27日（金）  インテックス大阪 4・5号館  
 10:00～17:00 （〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102） 
 
[４]主催 産経新聞社 
 〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2 
 Tel．03-3273-6180 Fax．03-3241-4999 
 
[５]共催 株式会社シー・エヌ・ティ 
  （事務局） 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-3 FORECAST神田須田町 4F 
 Tel．03-5297-8855 Fax．03-5294-0909  
 E-mail：info2022@mtij.jp 
 
[６]後援 国土交通省近畿運輸局、大阪府、大阪市、大阪商工会議所 
 
[７]特別協力 ⻄日本旅客鉄道株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、近畿日本鉄道株式会社 
 南海電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社 
 
[８]協賛 独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所、 
（一部申請中） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、公益財団法人鉄道総合技術研究所、 
 公益社団法人日本交通計画協会、一般社団法人海外鉄道技術協力協会、 
 一般社団法人信号工業協会、一般社団法人鉄道建築協会、一般社団法人鉄道分岐器工業協会、 
 一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人日本試験機工業会、一般社団法人日本地下鉄協会、 
 一般社団法人日本鉄道運転協会、一般社団法人日本鉄道技術協会、 
 一般社団法人日本鉄道施設協会、一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会、 
 一般社団法人日本鉄道車輌工業会、一般社団法人日本鉄道電気技術協会、 
 一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本電気制御機器工業会、 
 一般社団法人日本民営鉄道協会、一般社団法人日本モノレール協会、全国路面軌道連絡協議会、 
 日本鉄道システム輸出組合（順不同、一部申請中） 
 
[９]入場料 2,000円 
 招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料。 
 学生（高校生以上の方）は無料ですが登録が必要。中学生以下の方の入場はできません。 
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展示会開催までのスケジュール 
2月下旬 出展社マニュアル、小間割図面等の送付 
3月 3日 出展社説明会（オンライン開催） 
4月上旬 出展社への無料招待状の送付 

主催者からの DM発送 
4月 14日（木） 各種提出書類提出〆切日 
4月下旬 出展社バッジ、作業者シール、搬入出車両証の送付 
5月 22日（日） 9:00～ 主催者基礎工事（13:00頃～17:00--- 6小間以上出展社 搬入作業可 ※要申請） 
5月 23日（月） 出展社搬入（8:00～19:00）*8:00～9:30 は 6小間以上出展社のみ 

5月 24日（火） 24日（火） 8:00 より電力の供給開始。 
※車両の館内乗入 23日（月）8:00～18:30／24日（火）8:00～16:00 

5月 25日（水） 
   ～ 

会期（開場時間 10:00～17:00） 
25日（水） 9:40～開会式（予定） 

5月 27日（金） 27日（金） 17:00展示会終了後、出展社搬出（17:00～ 即日撤去） 
※車両の乗入れは、17:30開始予定。 

 

総合日程表・タイムテーブル 
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

5月 22日（日） -------------- 9:00~主催者基礎工事 
★13:00頃～17:00 6小間以上出展社搬入（要申請） ------------------------------- 

5月 23日（月） 
 
 

出展社搬入工事日（8:00～19:00） *8:00～9:30は 
6小間以上出展社のみ  

5月 24日（火）  出展社搬入工事日（8:00～19:00） *8:00～9:30は 
6小間以上出展社のみ  

5月 25日（水）      

5月 26日（木）   
開催時間 

10:00～17:00 
  

5月 27日（金）    
搬出作業時間 17:00～ 

即日撤去 
 
  規定作業時間 
  開催時間 
          規定作業時間外（作業届申請必要・有料） 

 規定作業時間外に作業を行う場合、巻末の提出書類【16】「規定作業時間外作業申請書」にご記入のうえ、 
 作業を行う前にご提出いただきます。 
 規定作業時間外は有料となり、下記のとおりご請求させていただきます。 

料金：1時間あたり、165,000円／ホール毎の作業申請ブース社数割（消費税込） 
※費用は１時間単位でご請求させていただきます。 

 

 
*会期中の出展社の方の入館・退館時間は下記のとおりです。 

25日（水）入館 8:00 / 退館 17:30 
26日（木）入館 9:00 / 退館 17:30 
27日（金）入館 9:00 / 搬出作業 即日撤去 



 8 

会場設備概要 

■構造 
鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 

 4号館 5号館 A ゾーン 5号館 B ゾーン 
展示面積 6,729㎡ 4,728㎡ 1,625㎡ 
天井高 12ｍ 12ｍ 5ｍ 
床仕上 アスファルト アスファルト コンクリート 
床の強度 5ｔ/㎡ 5ｔ/㎡ 1ｔ/㎡ 

搬入・搬出口 
間口 6ｍ 4.3m 4m 6m 
高さ 6ｍ 4.6m 6m 6m 
数 5 ヵ所 1 ヶ所 1 ヶ所 3 ヶ所 

天井照明 400 ルクス 600 ルクス 650 ルクス 
給水設備 10 ヶ所 7 ヶ所 2 ヶ所 
ガス設備 10 ヶ所 7 ヶ所 2 ヶ所 
※搬入搬出時のトラックヤード（ホール裏待機場）に関して５号館が大変狭くなっており大型車両の搬入が難しくなっております。 
重量物の展示が見込まれる出展社は４号館を中心に配置させていただいております。 

会場への交通 

■会場  インテックス大阪 
〒559-0034大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102   Tel.06-6612-8888（代表） 
※上記は（一財）大阪国際経済振興センターの電話番号です。 
展示会期間中に、鉄道技術展・大阪に関することは、展示会事務局直通電話にご連絡ください。（06-6612-8814） 
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基礎小間設営規定 

[１]展示小間の基本設備（オクタノルム仕様） 
１小間の寸法  
Ａタイプ： 間口 2,970mm×奥行 2,970mｍ×高さ 2,700mｍ 
Ｂタイプ： 間口 1,980mm×奥行 1,980mｍ×高さ 2,700mｍ 
※四方が通路の独立小間の場合、1小間の大きさは間口 3m×奥行 3m にて準備いたします。 
 （区画の角隅を目印テープにて明示します） 
 
各タイプのブースをそれぞれ並列または複列に配列します。（間口の寸法はポールの芯々寸法となりますのでご注意ください。） 
ただし、出展規模、展示場の状況により変形した小間を設置することがあります。 
 
1） 間仕切りは原則として主催者側で設置します。（4ｍｍベニヤ板両面白ビニール仕上げ） 

後壁は取り外すことはできません。 
注 1．角小間には原則として、通路側の側壁は設けません。 
注 2．四方が通路となる独立小間には、壁は設置いたしません。 

 
2） 小間内の装飾（展示台、吊り看板、説明パネル、社名板など）は、それぞれの業者に依頼し、出展社の負担で行ってください。 

ご希望があれば優良業者を紹介いたします。 
すべての展示物・装飾品は、小間のスペース内におさめてください。 

 
3） 使用されているシステムのビームおよびパネルの切断、釘うちなどの加工はできません。 

加工が必要な場合は指定協力会社 （株）廣目屋にご相談ください。 

 
 
●Ａタイプ小間 
 
システム基礎小間見取図（寸法単位：ミリメートル） 
 ※システムパネル内に装飾をする場合はポールの幅を考慮に入れて設計をしてください。 
 
1小間（間口 2,930㎜×2,950㎜、角小間は間口 2,950㎜×奥行 2,950㎜） 
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2小間（間口 5,900㎜×奥行 2,950㎜、角小間は間口 5,920㎜×2,950㎜） 

 
 
 
 
 
3小間（間口 8,870㎜×奥行 2,950㎜、角小間は間口 8,890㎜×奥行 2,950㎜） 
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4小間並列（間口 11,840㎜×奥行 2,950㎜、角小間は間口 11,860㎜×奥行 2,950㎜） 
 

 
 
 
 
4小間ブロック（間口 5,920㎜×奥行 5,920㎜） 
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●B タイプ小間 
1小間（間口 1,940㎜×1,960㎜、角小間は間口 1,960㎜×奥行 1,960㎜） 
B タイプにお申し込みの方は、巻末提出書類【６】の「B タイプ詳細申請書」をご提出ください。 
 

 

１小間につき、下記の設備が含まれます。 
 
バックパネル・サイドパネル(側壁 1,980mｍ)／オクタノルム仕様 
カーペット（レッド、ブルー、グリーン） 
社名板（統一書体） 
スポットライト 22W 1灯 
展示台（横幅 990mｍ×奥行 990mｍ×高さ 800mｍ） 
引き戸ユニット（鍵なし） 
コンセント 100V 2 ケ口 1個 
単相 100Ｖ／1ｋＷまでの電気幹線工事および使用料 
（スポットライト使用分含） 
*1kW 以上の電気を使用する場合には、電気申込書で追加の
申込みが必要です。 
 
※本設備は使用しない場合も料金を差し引くことはできません。 
 

※システムのポール及びビームの形状は A タイプと同様です（P.14参照）。展示の際は、幅を考慮に入れて設計をしてください。 
 

[２]装飾施工業者の登録 
小間の装飾業者が決定しましたら提出書類【1】「装飾施工業者届出書」を 4 月 14 日（木）までに展示会事務局へご提出くだ
さい。装飾施工業者の決定が、4月 14日を過ぎる場合は、書類の提出期限後でかまいませんので、必ずご提出ください。 
 

[３]基礎小間、パッケージディスプレイ指定協力会社 
主催者では基礎小間設備を行うため下記の業者を指定します。基礎小間に関する問い合わせは下記業者にお願いいたします。 
（株）廣目屋 
〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-1   
Tel. 03-3563-0040  Fax. 03-3563-0076   mtij@hiromeya.co.jp 
担当＝小松、飯田、島崎 

 
[４]装飾業者のご紹介 
出展者が行う小間装飾については、主催者では特に業者の指定はしませんが、上記（株）廣目屋以外にも、 
下記をご紹介いたします。 

（株）ピーアンドピービューロゥ 担当者：百瀬 
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-22 メゾン・ド・シャルー3F 
Tel. 03-3261-8984（鉄道技術展担当直通）  Fax. 03-3261-8983   
E-mail：mtij@pp-web.net 
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パッケージディスプレイのご案内 

装飾工事の設計計画や打ち合わせの手間が省けるパッケージディスプレイ。（請求は、一括して （株）廣目屋 が行います。） 

巻末の提出書類【５】にてお申し込みください。追加備品などにつきましては、P.22～25 をご参照ください。 
 

シンプルプラン・・・・展示品にあわせてお好みの備品を選び、オリジナルの小間設計を行えます。 
 *電気関係、備品、システム備品からそれぞれ必要なものを追加してください。 
 

フルプラン・・・・すべての備品、電灯までセットされたプランで、製品・パネルを持ち込むだけで展示が行えます。 
 *フルプランでは、備品の変更や取り消しは行えません。 
 *フルプランの電気使用量は、1kW です。 
 *フルプランお申込者で、備品の追加・電気関係の追加がある場合は、それぞれ必要なものをご記入ください。 
なお、追加備品などにつきましては、P.22～25 をご参照ください。 
 

シンプルプラン（1小間）                    （P.19～21のパッケージディスプレイの金額は税込です。） 

角小間 75,064円 中小間 56,672円 

  

設備概要 
オクタノルムシステム、社名（統一書体、クロスカッティングシート、カーペット（レッド、ブルー又はグリーン） 
※電気幹線工事費・使用料は含まれておりません。 

 

フルプラン（1小間） 
角小間 164,758円 中小間 146,366円 

 

  

 

 
【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
●備品 

オクタノルムシステム、社名（統一書体・クロカッティングシート）、カーペット（レッド、ブルー又はグリーン） 
システム展示台 （W990×D990×H800）×3、引き戸ユニット×1、システム受付台 （W990×D495×H800）×1 
LED蛍光灯（28W）×1、LED アームスポットライト（22W）×3、コンセント/100V×2 
電気幹線工事費×1kW、電気使用料金×1kW   
折りたたみ椅子×1、貴名受×1 

※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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シンプルプラン（2小間） 

角小間 110,506円 中小間 92,114円 

  

 
フルプラン（2小間） 

角小間 266,970円 中小間 248,578円 

  

【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
●備品 

オクタノルムシステム、社名（統一書体・クロカッティングシート）、カーペット（レッド、ブルー又はグリーン） 
システム展示台 （W990×D990×H800）×6、引き戸ユニット×2、システム受付台 （W990×D495×H800）×1 
蛍光灯（28W）×2、アームスポットライト（22W）×6、コンセント/100V×4 
電気幹線工事費×1kW、電気使用料金×1kW   
折りたたみ椅子×1、貴名受×1 

※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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シンプルプラン（3小間） 

角小間 149,248円 中小間 130,856円 

  

 
フルプラン（3小間） 

角小間 321,772円 中小間 300,850円 

  

【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
 
●備品 

オクタノルムシステム、社名（統一書体・クロカッティングシート）、カーペット（レッド、ブルー又はグリーン） 
システム展示台 （W990×D990×H800）×6、システム受付台 （W990×D495×H800）×1 
引き戸ユニット×2 
蛍光灯（28W）×3、アームスポットライト（22W）×9、コンセント/100V×4 
電気幹線工事費×1kW、電気使用料金×1kW   
折りたたみ椅子×1、貴名受×1 

※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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システム備品・電気 

システム素材の展示台等をオプションでご用意致します。「パッケージディスプレイ」をご利用の際、展示台等の追加をご希望の方はご
利用下さい。巻末の提出書類【7】「システム備品・電気申込書」にてお申し込み下さい。 
※各種展示台の耐荷重は 50kg～80kg となりますので重量物を設置する場合はご確認ください。 
※システム部材の基本色は白となります。 
 
●ご希望のものをお選びください。                           下記の金額は、会期通しての金額（税込）となります。 
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●ご希望のものをお選びください。                           下記の金額は、会期通しての金額（税込）となります。 
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備品リース 
小間内で使用する家具・備品については、下記のリストをご参考に巻末の提出書類【8】「備品リース申込書」にて 
直接（株）廣目屋までお申し込みください。  
また、小間内で利用する AV機器についても、（株）廣目屋までお問い合わせください。 
※リスト以外の商品も多数取り揃えておりますのでお問い合わせください。 
 
●ご希望のものをお選びください。                           下記の金額は、会期通しての金額（税込）となります。 
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●ご希望のものをお選びください。                           下記の金額は、会期通しての金額（税込）となります。 

 
 
※★印のついたアイテムは購入品となります。1社 3 セットまでの購入とさせていただきます。 
※購入品のアイテムは在庫状況により購入数をご相談させていただく場合があります、予めご了承ください。 
※上記以外にも多数の備品をご用意しております。詳細は（株）廣目屋までお問い合わせください。 
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装飾・施工上の注意 

装飾を依頼される際は、本マニュアルの記載事項を依頼先企業様にお伝え下さい。 
本マニュアル規定の遵守を徹底くださいますようお願いいたします。 
本装飾規定の内容は抜粋してインターネットサイトにも掲載しております。周知のほどお願いいたします。 
http://www.mtij.jp/osaka/regulation/ 

来場者の方の安全のため、下記事項を厳守いただくようお願いいたします。 
● 機械の開放時に、機械が通路にはみださないこと。（カバーなども通路にはみださないこと） 
● 機械の稼動時に、人が触れたりすることがないようにすること。 
● 通路に面してストックルームなどを設置する場合は、通路側にドアが開かないようにすること。 

（通路にいる来場者がけがをする場合があります。） 
 
【作業時の注意事項】 
安全用具着用の義務化 
インテックス大阪内での、脚立作業時のヘルメット着用および高所作業時のヘルメット・安全帯の着用の義務化 
出展社（委託代理店・装飾施工会社含む）におかれましても、出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故に
つきましては、当該出展社の責任となりますので、施工管理者を定め安全管理に万全の策を講じてください。 
また、脚立作業時のヘルメット着用および危険が伴う作業（クレーン車、高所での作業等）がある場合はヘルメット・安全帯の着用
が義務化されております。なお、重量物を取り扱う際には安全な履物（安全靴等）を使用するなど安全管理に努めてください。 
 
［１］すべての装飾物は、自社小間内におさめてください。通路にはみ出すことを禁止します。 
映像・照明やバルーンも装飾とみなします。カタログスタンドやイス・テーブルなどもすべて小間内におさめるようレイアウト時にご注意下
さい。 また、自社ブースの装飾は、ブース内側のみ可能とし、後壁外側に装飾をすることは出来ません。 
 
［２］壁面設置に関する制限 
通路に面する箇所に壁装飾を必要以上に多用しますと、周辺の出展社に圧迫感を与えるだけでなく、来場者にも小間内に「近寄
りがたい雰囲気」を作り、せっかくの小間スペースが十分いかされません。本展では次のとおり装飾規定を設けます｡ 
4 小間以上のブロック小間及び独立小間の装飾では通路に面する壁面を広い範囲に設置すると通路をはさんだ対向小間へ圧迫
感を与え、展示効果を妨げますので、小間の境界線から内側 1m 未満の範囲に壁面を設置する場合は 1 辺につき 50％以上の
開放面を設けてください。（通路から 1ｍセットバックすれば 50％以上も可とします。50％算出の高さは 2.7m を基準とします。） 
ただし、通路をはさんだ対向面が小間ではなく会場壁面の場合は制限いたしません。 
下図をご参照ください。ご不明な点は展示会事務局までお問合せください。 

 
ただし、高さ 1.35m以下の壁面であれば、一辺全面に壁を立てることができます。（その際、一部でも 1.35ｍを超えることは不可とします） 
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[３]高さ制限 
1～9小間： 2.7ｍ。ただし各辺より 1ｍセットバックした部分は床面から 3.6ｍまで装飾が可能です。 
10小間以上：セットバックせずに床面から 5ｍまで装飾が可能ですが、現場で作業に負担のかかるデザインや施工時間短縮と施
工人員削減による安全な作業環境の確保のため 4m を超える構造や 2階建ては極力避けてください。 
その場合に関しても上記「2．壁面設置に関する制限」をお守りください。 

 

  
 
[４]小間装飾などの造作物 
作業時間には制限があるため、あらかじめ工作成型の上、組み立てる程度のものとし会場内の作業は最小限にとどめてください。 
また、装飾施工の際生じた残材は、各施工者および出展社の責任において必ず持ち帰ってください。 
レーザー光、フラッシュライト、高照度の LED等は、近隣ブースに迷惑がかからぬよう設置をご計画ください。 
 
[５]通路上に施設や標示を設けないでください。 
 
[６]床面工事について 
会場で展示物の据付や装飾施工の必要などから、床にアンカーボルトを打設する場合は展示会場規定により、予め承認が必要と
なります。 
工事の必要な出展社は所定の提出書類【10】「床面工事施工申込書」と打設箇所のわかる小間図面 2 部を添付して（株）廣
目屋にご提出ください。また、設営後に使用本数に変更があった場合は、搬入最終日までに会場内事務局にご連絡ください。 
なお、会期終了後、床面復旧費として 1本につき 1,650円（消費税込）をご請求させていただきます。 
※注意事項 
・アンカーボルト打設はアスファルト部分のみ 
・φ16㎜以内、シールド深さ 60㎜以内の芯棒打ち式のアンカーのみ打設可能 
・床ピットコンクリート縁石端部から 300㎜以内打設不可（違反の場合は数万円の特別修繕費を実費請求いたします） 
・出展ブースにおいては、会期終了後、アンカーボルトは完全に抜き取り（頭飛ばし不可） 
・アスファルト系路床材の充填・転圧を行い、原状復旧（原状復旧してない場合は実費請求いたします） 

●工事内容によっては、建造物の構造上などの理由により工事を承認できかねる場合があります。予めご了承ください。 
 
[７]重量物の取り扱いについて 
重量物の搬入搬出・据付設置時は、床面に集中荷重がかからぬよう分散措置をとってください。 
床面荷重（静止荷重）制限は次のとおりです。 

床面 荷重（静止荷重）制限  

アスファルト床 5.0t/㎡ 
4号館 
5号館 A ゾーン 

 
重量物設置に伴う、荷重分散養生等については、以下の岡元工業所にご相談ください。 
（株）岡元工業所 
〒552-0004大阪府大阪市港区夕凪 1-10-9 
Tel. 06-6575-2300  Fax. 06-6576-0740   info@okamoto-works.co.jp 
担当：池嶋、大森 
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[８]作業に際し、電気・ガスなどによる溶接その他火気の使用は禁止されています。 
[９]作業は必ず自社の小間内で行い、通路又は他の小間内を使用するなど他社の迷惑となる行為はご遠慮ください。 
[10]小間内床にカーペット類を敷く場合には、弱粘着性両面テープで固定してください。 
[11]小間造作及び展示物は地震などにより転倒、落下、移動などしないよう確実に固定、取り付けを行ってください。 
[12]小間の天井装飾、屋根付き展示物の設置 
1）小間内に天井および屋根を付けることは、自動火災報知設備の感知障害、スプリンクラー設備の感知および散水障害、会場
内の避難誘導灯の視認障害となりますので、原則として禁止されております。 
ただし、遮光・遮音・断熱・防塵、または、展示物品の照明器具、クーラーなどを天井に取り付けなければ展示物品の持つ機能
がいかされない又は低下するなど展示目的が果されない場合は、事前に相応の代替え措置の指導を受け、安全性が確保され
た場合は認められます。 

2）商品展示の特性上必要な場合は、必ず事前に自社小間の設計図面（立面図、平面図）および理由書を、4月14日（木）
までに下記展示会事務局へ提出してください。無認可の場合は撤去を命じられますのでご注意ください。 

 

●設計図面提出先： 「鉄道技術展・大阪」展示会事務局 
 （株）シー･エヌ･ティ 
 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-3-4F 
 Tel.03-5297-8855  Fax.03-5294-0909  info2022@mtij.jp 
[13]2階建て構造 
2 階建てとは重層構造で床高が 2.1m 以上あるブースのことです。ただし、2.1m 以下でも下層を来場者の通行、 展示物の展
示または、控室等なんらかの用途に使用する場合も 2 階建てとみなします。2 階建てブースを設計・施工する場合には以下の条件
を満たす必要があります。 
1）2階建て構造物を設置できる出展社は、10小間以上の独立小間のみとします。 
2）高さは出展物、手すり、欄干等の高さを含め 5m までとします。 
3）手すり、欄干の高さは最低でも 1.1m で設計してください。 
4）2階に天井を造ることはできません。 
5）2方向の避難路（階段幅 90cm以上）の確保が必要です。 
6）2階建てブースの設計および施工にあたっては溶接施工等安全性に十分注意してください。 
7）2 階部分の利用は、出展者が適正な人数に規制管理してください。特に一般来場者に利用させる場合は、利用人数を通行
可能な床面積 1㎡当たり 1.5人以下に制限するとともに混雑対策、避難誘導用の係員を配置してください。 

8）上記の他申請の内容に応じて消防所長が特に必要と認める安全措置を講じてください。 
9）消防法の防炎表示制度により展示用合板、繊維板、カーペット、カーテン、テーブルクロス類、のぼり旗には防炎ラベルが貼付さ
れた物以外は使用を禁止されております。 

 
図面（平面図、立面図）と天井構造の目的説明、材質を記載した資料が必要です。4 月 1 日（金）までに展示会事務局へ
提出してください。 
[14]その他の注意事項 
1）会場設備、基礎小間、他社の装飾および出展物などを破損した場合は、理由の如何にかかわらず責任をおとりいただくことにな
ります。 

2）消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常ベル、誘導灯などを装飾物などにより隠ぺいしないでくだ
さい。また、その付近には使用の際に障害となる陳列、工作物、その他の物品を置かないでください。 

3）会期中に展示設備および装飾作業工事をすることは原則としてできません。 
4）展示装飾および出展物を、会場の天井・柱・壁など既存のものから吊り下げたり、もたせかけることは禁止します。 
5）その他出展社は、主催者が出展社説明会において説明する事項を遵守するものとします。 
6）出展社が以上の規定に違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、これに従わない場合には、主催者は出展
社自らの費用負担で、その違反物の撤去その他の措置をとることができるものとします。 

7）装飾資材の防災規制を遵守ください（P.29［4］参照）。 
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消防関係－消毒液持込量／危険物品持込／裸火使用 

●喫煙について（会場内は禁煙です。） 
展示館内は、原則として、禁煙となっております。 
喫煙はインテックス大阪の定める指定の喫煙所にてお願いいたします。 
また、大阪市火災予防条例により、「インテックス大阪」展示会場内においては、危険物品の持込および裸火使用は禁止されてい
ます。ただし、別記条件を満たし事前に申請することにより消防署の許可を受けた場合に限り使用することができます。消防署への
申請は展示会事務局で一括して行ないます。 
該当する出展社は提出書類【3】「消毒液持込量／危険物品持込／裸火使用申請書」を、記入もれのないようにご注意いただき
展示会事務局へご提出ください。（提出期限：4月 14日厳守） 
■申請許可の条件 
[１]裸火使用[申請時添付書類：器具のカタログ（仕様書）2部／小間内図面] 
裸火とは、気体、液体、固体燃料を使用する火気器具等で、炎・火花を発生させるものや発熱部を外部に露出するものまたは電
気を熱源とした器具で、発熱部が赤熱して見えるもの（例：電気コンロ、電気ストーブ、電熱器など、ただし発熱部が焼室、風道、
庫内に面しているトースター、ホットプレート、ヘアドライヤー、電気フライヤー、オーブンなどは除く）および外部に露出した発熱部で可
燃物が触れた場合、着火するおそれのあるもの、その他これに類する火気をいいます。 
使用条件 
1）使用される裸火はその特性・性能・安全性が明確に認識されていること。 
2）多量のエネルギーを消費する時は、別途協議する場合があります。 
3）裸火の使用位置の周囲は、安全な距離（5ｍ以上）が確保し、金属以外の不燃材料で遮断してください。（小間内図面に
設置位置を記入してください。） 

4）容器に注意し、転倒破損、流出などをさせないでください。 
5）防火責任者による保管・管理に努めてください。 
6）消火器を設置し、かつ表示してください。 
[２]危険物品持込［申請時添付書類：使用機器の仕様書またはカタログおよび危険物の明細書 2部、小間内図面］ 
危険物品とは、次のような物品を指します。 
＜石油類＞ 第 1石油類：ガソリン、ラッカー、シンナーなど 
 第 2石油類：灯油、軽油など 
 第 3石油類：重油、潤滑油、シーゼルなど 
 第 4石油類：スピンドル油、ギヤー油、コンプレッサー用オイルなど 
 アルコール類：アルコールなど 

※手指消毒用のアルコールは、アルコール含有量が 60%以上は危険物に該当します。 
提出書類 3 にて持込量を申請ください。 

 動植物性油類：食用油など 
＜高圧ガス類＞ プロパンガス、水素ガス、アセチレンガスなどの圧縮高圧ガス 
＜その他＞ 火薬類、マッチ、ローソク、カートリッジ式コンロ、ボンベ、可燃性ガス（プロパン、 
 アセチレン、水素）などのボンベ、悪臭・多量の煙を発生させる機器・装置など 
使用条件 
1）展示などのため持ち込む危険物品などは、必要最小限としてください。 
2）火気を使用する器具の実演などのため持ち込む危険物は、一日に使用する必要最小限としてください。 
3）危険物の取り扱いについては、「危険物取扱者」資格を有する者または責任者を定め、保管・管理に努めてください。 
4）危険物を内蔵した展示機器の周囲は、火災予防上 5ｍ以上の安全距離を確保するか、防火上行う遮蔽を設けてください。 
5）配管は、不燃性（金属）のものを使用し、容器・配管は確実に固定してください。 
6）実演で使用しない危険物の展示（アルコール入りのスプレーを含む）は、容器の内容を変えて展示するなどの工夫を行なってく
ださい。 

7）消火器を必ず設置し、かつ表示してください。 
●石油液化ガス（LP ガス）ボンベ、カートリッジ式コンロ・ボンベを会場内に持ち込むことはできませんのでご注意ください。 
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[３]ブースへの手指消毒液の持ち込みについて 
消防法の定めにより、アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は危険物に該当します。 
アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は、ホール毎に最大設置容量が定められておりますので、 
アルコール濃度 60％（60ｗ/ｗ％、もしくは 67ｗ/ｖ％・67ｖ/ｖ％）を超える消毒液の持ち込み量（無しも含め）を 
提出書類【3】にて申請してください。 
 
[４]装飾資材の防災規制 
展示会場は、法令・条例等により、一定基準の防火管理と設備が義務づけられています。 
防炎対象物品で防炎性能を有しないものを使用していた場合は撤去していただきます。 
1） 消防法の防炎表示制度により、展示用合板、カーペット、カーテン類には「防炎ラベル」が貼付された物以外は使用出来ません。 
2） 展示用合板・繊維板は、厚さに関係なくすべて防炎合板を使用してください（表面に「防炎」と書いたラベルが貼付され、裏面

に５本の赤線入りのもの）。※吹付加工では効果がなく防炎基準に合格しません。 
 
注意） 
1） 防炎合板に厚い布、ひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有する物を使用してください。ただし、薄い布紙を防炎合

板に全面密着して使用する場合はさしつかえありません。 
2） 防炎処理ができない布 

布製品に対する防炎処理は浸漬により行うため、アクリルやポリエステルが 20％以上含まれているものは防炎二次加工ができ
ません。防炎二次加工は繊維に薬液をしみ込ませるため液体が繊維の間に入り込む綿、麻などの天然繊維やレーヨンが材料
でないと防炎の効果がないためです。 

3） 火花を発する施設については、カーペット上での実演が禁止されております。 
4） カーテン、幕類、クロス、布紙、その他の装飾材料で可燃性のものは、すべて浸漬加工の防炎処理済のラベルの付いたものを使

用してください。一部の貼付、釘止、釘打などは防炎合板と一体とみなされませんので、これについても防炎処理が必要です。 
※防炎ラベルはカーテンなどの防炎物品のひとつひとつにつけてください。 
なお、そのラベルは（公財）日本防炎協会発行のものに限ります。 

5） 発砲スチロールなどの石油化学製品（ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン、燃え易い化学繊維、ホンコンフラワー）は使
用できませんのでご注意ください。 

6） 敷物（カーペットなど）は必ず防炎加工処理済のものを使用し、防炎ラベルをつけておいてください。 
この処理が行われていない場合は撤去していただきます。 

 
 
防炎表示制度による「防炎ラベル」 

防炎合板およびカーテンおよび布類 防炎カーペット 
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小間内プレゼンテーション実施規定／音量規定 

「鉄道技術展・大阪」では、ブース内におけるプレゼンテーションの際の小間造作およびマイク・スピーカーにつきまして下記の通り、 
規定を設けております。下記の規定に違反した場合、主催者より改善要求をさせていただきます。改善されない場合は、ご出展を中
止させていただく場合がございます。装飾を依頼される場合は、委託会社の方にも徹底いただくようお願い申しあげます。 

小間外スペースの使用禁止 
展示・実演・プレゼンに係わる全ての行為は自社小間内で行ってください。 

小間内でのプレゼンテーションについて 
60 インチ以上の大型映像機器（スクリーン含む）の設置やステージを設ける場合には、下図の通り通路面（小間の境界線）
から映像機器・ステージの前面（画面）までの距離を 2.5ｍ以上、側面までの距離を 1ｍ以上確保し、自社小間内に十分な
聴衆スペースを設け、通路の往来の妨げにならないようご注意ください。 
この距離を確保できない場合は 60 インチ以上の大型映像機器の使用やステージの設置はできません。 
また、60 インチ未満の映像機器であっても同様に十分な聴衆スペースを小間内に設けてください。 

 

 
 

 
※本規定に違反があった場合、即日でのブース再設計やステージプレゼンを中止していただく場合もあります。 

出展物の説明について 
ステージを設けずに出展物の説明を複数の来場者にマイク等の使用により行う場合も、来場者を収容するスペースを小間内に設け
るレイアウトを行ってください。自社小間内の映像機器やステージ（展示機器を含む）を見るために来場者が集中して通路の往来
を妨げる場合は、出展社の責任において通路を確保するように来場者を誘導してください。 

小間外での禁止行為 
小間外にて、来場者の誘引、来場者へのアンケート・カタログ等の配布行為等、これに類する行為はできません。 
会場内（通路）を、看板などをつけて歩行するなどの行為は禁止します。 

小間外への照明装飾に関する禁止行為 
照明を小間外（通路や会場側面、天井等）へ投影する行為は禁止します。 
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音量規制 
 
スピーカー設置位置及び音量規制について 
スピーカー等の拡声装置を、近隣小間に向けて設置することを禁じます。 
（スピーカーを設置する場合、スピーカーの中心軸を垂直下方に 45度以内としてください。） 
マイク音量は、小間前面 2 メートル、高さ 1 メートルにて測定して、75 デシベル以下とします。 
会期中係員が計測し、75 デシベルを超えている場合は音量を下げていただきます。ただし、ブース外への音もれがひどく、 
来場者にとって展示会参観の妨げとなる場合は、規定に限らず音量を下げていただく場合がございます。 
 

 

 

 
また、館内における音楽の生演奏は厳禁といたします。 
 
 
 

小間内における飲食の取扱い 
・自社小間内で調理を伴う飲食を取扱う場合は、保健所への申請が必要となります。 
・食品の取扱いの作業内容により、シンクや手洗器などの設備が必要となりますので、保健所の指導を受けてください。 
・調理に伴い火気を使用する場合は、提出書類【３】「消毒液持込量／危険物品持込／裸火使用申請書」も必要となります。 
・匂いが発生する調理は、近隣出展社の迷惑となりますのでご遠慮ください。 
 
 大阪市保健所 南⻄部生活衛生監視事務所 
 06-4301-7240 
 
なお、P.2 の新型コロナウイルス感染防止ガイドラインにてお伝えしております通り、ブース来訪者へのお茶菓子など飲食物を提供す
ることは極力お控えいただきますようお願いいたします。 
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出展物の搬入および搬出 

鉄道技術展・大阪の搬入出のスケジュールは下記のとおりとなっております。 
●搬入出スケジュール 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5月 22日（日） 

 主催者基礎工事  

 
13:00ごろ～17:00 
6小間以上出展社搬入 
※要申請（提出書類 14） 

 

5月 23日（月） 

 
8:00～19:00 
6小間以上出展社 搬入作業時間 

規定時間外 

（時間外作業／有料 P.7参照） 

 
9:30～19:00 
1～5小間出展社 搬入作業時間 〃 

5月 24日（火） 

 
8:00～19:00 
6小間以上出展社 搬入作業時間 〃 

 
9:30～19:00 
1～5小間出展社 搬入作業時間 〃 

5月 25日（水）  
 

開催時間 
10:00～17:00 

 〃 

5月 26日（木）    〃 

5月 27日（金）   
搬出作業時間 
即日撤去 

 
【搬入出の際の注意事項】 
・搬入出の際は、会場内が混雑することが予想されます。作業は自社小間内で行ってください。 
また、通路は共有のスペースですので、展示物・装飾物などは小間内に納めてください。 
作業が終了した車両に関しては速やかに会場外に退出し、他の出展社の作業の妨げにならないよう配慮をお願いします。 

 
・車両の移動は主催者および主催者委託の警備員の指示にしたがってください。 
 
・搬入物品の梱包材料・空容器･空き箱や残材などは小間内に収容するか、施工・搬入出業者に依頼して保管いただくか、出展
社の責任でお持ち帰りください。 
なお、定められた期間を超えて、出展物、装飾資材などを会場内に残しておいた場合は、主催者は任意にこれを処分します。 
また、その処分に要した費用は出展社の負担となりますので、ご注意ください。 

 
・車両証には、展示ホール・小間番号・会社名を明記してください。 
 
・夜間 インテックス大阪会場内の車両留め置きは出来ませんので、搬入作業終了後、車両は必ずご退出ください。 
 
・搬入出の際の車両証は、小間数に応じ発行します。優先車両証の有効活用や運送会社による一括搬入出のご利用等で、スム
ーズな搬入出にご協力をお願いいたします。 

 
・主催者では、作業機材や作業要員は準備しておりませんので、事前に手配をお願いします。 
 
・クレーン・フォークリフト等を必要とする場合は、各社でご用意くださるようお願い致します。主催者推薦会社でも対応可能です。 
（要事前予約、P.40参照） 

 

作業不可 

準備 
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●搬入作業について 
搬入日時・経路を記した車両証をお送りいたします。搬入車両は、すべてこの車両証をフロントガラスにつけてください。搬入経路の
指示は、主催者及び警備員が担当します。出展社および関係の車両はすべて係員の指示に従ってください。 
 
搬入日時 

5月 22日（日） 5月 23日（月） 5月 24日（火） 

9:00～17:00 主催者工事 
13:00頃～17:00* 

（*6小間以上出展社 搬入） 

8:00～19:00   出展社搬入 
（ただし 1～5小間出展社は 9:30～19:00） 

車両は 18:00 までに退館 車両は 16:00 までに退館 

*22日（日）の作業は、17:00で終了します。 
6 小間以上の出展ブースの作業については、13:00 頃から 17:00 まで主催者工事（線引き、基礎パネル工事、電気幹線工事）
と一部並行し可能です。作業を希望する出展社の方は、巻末の提出書類【16】で作業時間等の届け出をお願いします。 
（会場管理のため、車両台数などの届け出をお願いします） 
 
給排水・エアー配管をともなう機械の搬入は 23日（月）19:00 までにお願いします。 
24日（火）は、給排水・エアー配管工事の関係上、館内への車両乗り入れ時間は 14:00 までとし、 
16:00 までに館外への車両の移動をお願いします。 
 
上記時間外は ［規定時間外作業（有料）］となり、下記のとおりご請求させていただきます。 
料金：1時間あたり、165,000円／ホール毎の作業申請ブース社数割（消費税込） 
 
重量物の据付および荷役作業 
レッカー車およびクレーン車などによる搬入でアウトリガーを使用したり、重量物を設置する場合は、必ず鉄板等で床養生してください。 
なお、養生材の貸し出しもいたしますので、ご希望の出展社は 4月 14日（木）までに岡元工業所にご相談ください。 
（株）岡元工業所   Tel. 06-6575-2300  Fax. 06-6576-0740   info@okamoto-works.co.jp 
担当：池嶋、大森 

 
●会期中の搬入 
開催時間中は、出展社・装飾会社等の車両は展示会場裏のトラックヤードには入れません。 
会期中にカタログ等を搬入する場合は、展示会場入口からの手運びで行ってください。 
 
●出展製品や印刷物の会場への送付 
宅配便サービスは、受取人欄に必ず小間番号、出展社名、担当者名を明記し、出展ブースに受取人がいる時間を指定し、 
発送してください。 
※事務局での受け取り代行は行っておりません。 
 

送付先記入必要事項： 
〒559-0034大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102 
インテックス大阪（4号館または 5号館を明記ください） 
 
「鉄道技術展・大阪」 
 「出展会社名・小間番号・受取担当者氏名・担当者携帯番号等」 
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●搬出作業について 
 
搬出日時 

5月 27日（金） 

17:00～即日撤去 
※ただし館内への車両乗入は 17:30以降 

・27日（金）の 17:00 から 17:30 までは、水道、エアーの配管の撤去を行いますので、搬出車両の館内進入は 17:30以降と
なります。 

・17:00 から 17:30 までの間は、会場内への車両の進入はできませんので、出展物の梱包や手運びによる搬出を行ってください。 
 
●搬出手順 
・搬出車両用待機場（待機場所は車両証に記載します）を 5月 27日（金）13:00 に開放し、整理券を配布いたします。 
※展示会場周辺の違法な路上駐車は禁止します。 
 
一般車両証のほかに、搬出時優先車両証の配布を行います。配布枚数は 1社 1枚とします。 
（ただし、10小間以上の出展社は 2枚、20小間以上の出展社は 3枚とします） 
搬出時優先車両証は、最初に入らないと作業が出来ない車両や手運びで先に搬出できる車両等に使用してください。 
 
待機場から展示会場裏トラックヤードへの車両移動 
車両移動の優先順は下記のとおりとします。 

1. 優先車両証 手運び作業車（館内進入の必要のない車両、ライトバン等）整理券番号順 
2. 優先車両証 大型車両（館内進入あり）整理券番号順 
3. 一般車両証 整理券番号順 

*誘導案内は主催者委託の警備員および係員が行いますので、指示に従ってください。 

※車両証・整理券のない場合や指定の場所以外に駐車していた場合は、会場への進入が遅れることがありますので十分ご注意く
ださい。また、搬出を円滑に行うため、指定協力会社を優先させていただく場合があります。 

 
●事故防止および責任 

[１]出展社は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去などに際し、細心の注意を払い、事故防止に努めてください。 
[２]主催者は出展社に対し､作業の中止・制限その他事故防止のため必要な措置をとることを命ずることができます。 
[３]主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。 
[４]出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故につきましては、当該出展社の責任となりますので、安全管

理には万全を期してください。 
 
●手運びによる搬出 
搬出において、軽量なものは、手運び搬出をした方が短時間で、スムーズに行えます。 
搬出の際は、あらかじめ台車などをご用意ください。（主催者の貸出等は行っておりません） 

 

●廃棄物の処理 
展示廃棄物、使用済みの資材などは出展者の責任によりお持ち帰りください。 
特に、ビニール・プラスチック・金属（カン）、カーペット、ガラス、ゴム、油などの産業廃棄物は処理できませんので、各出展社でお
持ち帰りください。 
 

●搬入出業者 
出展に関わる輸送、搬入・搬出に要する費用は一切出展社の負担となります。各社にて作業を依頼してください。 

 



 36 

展示会一括搬入・搬出サービス 
展示会一括搬入･搬出サービスは、出展物の集荷から、搬入日の小間までのお届け、展示会終了後の小間からの集荷、ご指定
場所までの返送などをお引受けするものです。 

 

1）輸送フロー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）サービス内容 
★宅配便での輸送 
・宅配便扱いで出展品の引取から会場搬入、展示会終了後の返送を行います。 
・出展社様から近鉄コスモスの指定倉庫へ直接出展品をお送りして頂く事も可能です。 
・倉庫に搬入後、会場へ搬入、展示会終了後の返送を行います。 

★チャーター便での輸送 
・チャーター便で出展品の引取から会場搬入、展示会終了後の返送を行います。 
・軽車輌から大型車輌、特殊車輌（ユニック車）での輸送のご依頼も可能です。 
・フォークリフトでの積み下ろし作業も対応しておりますのでお問合せ下さい。 

★その他、展示会開催中の宅配コーナーの設置 
・会場内に宅配コーナーを設置致します。 
・事前申し込み頂いた出展社様のブースまで集荷に伺います。 
・展示会で使用する機材、その他保管業務も承ります。 

 
 
3）締切・搬入出スケジュール 

見積締切日：4月 28日（木） 
申込締切日：5月 10日（火） 
出展物納入締切日：5月 18日（水）～20日（金） 
会場搬入：5月 24日（火） 
 

【次ページに料金表を記載しております】 

 

●推薦協力会社 

（株）近鉄コスモス 難波営業分室 
Tel. 06-7176-3572  Fax. 06-7176-3579 
kci-namba-events@kwe.com 
担当：峡戸（かいど）、藤岡 

 
 
 

出展社様 展示会場 出展社様 

（近鉄コスモス指定倉庫） 
〒561-0841 大阪府豊中市名神口１－５－２ 
 （株）ネットワークコーポレーション 気付：（株）近鉄コスモス 
 担当：西浜     TEL：06-6862-5849 

近鉄コスモス指定倉庫 
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諸料金表 
1.一括搬入・搬出料金（混載便） 
（弊社指定倉庫での入出庫作業・保管⇔会場の輸送を含む会場での作業料） 

搬入作業料 一式／\3,000- 

搬出作業料 一式／\3,000.- 

 
2.専用車両チャータープラン料金 
■集荷チャーター：集荷元から展示会場までの実走行距離と車種により算出 
■配達チャーター：展示会場から配達先までの実走行距離と車種により算出 
■直送チャーター：集荷元から配達先までの実走行距離と車種により算出 

（単位：円／税抜） 
  軽車輌 2t ２ｔﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ 4t ４ｔﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ 
20 km迄 10,000 22,000 27,500 34,500 42,500 
30 km迄 12,000 26,500 32,000 38,000 45,000 
40 km迄 13,500 29,000 35,000 42,000 49,000 
50 km迄 15,500 33,000 38,500 45,000 51,500 
60 km迄 18,000 35,000 41,000 49,000 56,500 
70 km迄 21,000 40,000 46,000 52,500 58,500 
80 km迄 23,000 42,000 48,500 56,000 62,500 
90 km迄 25,500 46,000 52,500 59,000 65,500 
100 km迄 28,000 50,000 55,000 63,000 70,000 
上記距離以外 別途ご相談 
■車輌キャンセル料（当日）       100% 
■エアーサスペンション車輌指定（４ｔ車輌のみ）     30% 割増 
■日曜日、祝祭日         20% 割増 
■車輌積置料金（一晩）    別途ご相談 

3.宅配料金表 
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JITBOX チャーター便（ロールボックスパレット輸送サービス） 

集荷先から開梱・積替えなし(一部例外)で、ご指定時間に出展ブースまでお届けいたします。  
展示会で利用する什器や商材・装飾品・カタログ・備品などの輸送に最適です。 
※事前予約制となっております。 
※ヤマト運輸宅急便とは別サービスになります。 
 

利用目安 段ボール 10個以上 段ボール 10個未満 

梱包 簡易梱包で可 小口ごとの梱包が必要 

メリット ブースへの集荷配達 
速やかにご帰宅いただけます 数が少ないときはコスト安 

 

■申し込みから輸送の流れ 
◎ID＆パスワードをお持ちの方は登録済みの方を選択していただきご手配等をお願い致します。 
初めてのご利用の方は、はじめてご利用の方を選択していただきご手配等をお願いいたします。 
申込 URL：https://www.yamatobc.com/  

 
「ヤマトボックスチャーター」のオフィシャル HP より、下記手順にてご利用予約をお願い致します。 
  ①お客様情報登録 ②ＩＤ発行(※1) ③ログイン ④宛先登録（集荷・配達場所） ⑤輸送依頼(※2)  
 (※1) ID・パスワードの発行は最短 2営業日掛かります。 
 (※2) 往復輸送希望の方は往路・復路の入力をお願いします。 
●イベント会場住所にホール名・小間番号の入力をお願いします。 
●貴社エリア管轄支店にてご対応させていただきます。 
●集荷・配達時間指定は 3時間からのご指定時間でお願いします。 
●2時間幅に関しては別途有料オプションサービスとなります。 
●お支払いに関しては、銀行振込又は現金での集金となります。 
 ※銀行振込につきましては、ご希望に沿えない場合がございます。 

 

■展示会場において 
【搬入時】貴社ブースまで BOX ごとお届け  
         ⇒ 貴社でお荷物を積み降ろし後、弊社担当者が空 JITBOX を順次回収 
【搬出時】展示会終了後に貴社ブースへ空 JITBOX をお届け  
       ⇒ 貴社でお荷物を積み込み後、弊社担当が順次回収 

 

ご依頼期限：2022年 5月 10日（火） ※厳守 
◎一括搬入・搬出スケジュール 
集荷日：2022年 5月 17日（火）～21日（土） 
搬入日：2022年 5月 24日（火） 
搬出日：2022年 5月 27日（金） 
配達日：2022年 5月 30日（月）以降 
※日曜日の集配は行っておりません。 
※配達には地域により左記から更に 1日～3日位かかる場合があります。 
※5月 30日（月）の配達は集中するため、可能な限り時間指定無し、 または午後の時間指定のご協力をいただけますよう、 
お願い致します。 

BOX内寸：W104×D104×H170(cm) 
最大積載量：500kg（容量：180㎤） 

料金につきましては 
こちらのバナーからご確認下さい 

お客様ＩＤをお持ちの方 

お客様ＩＤをお持ちでない方 

【お問い合わせ先】 
※ご質問、集配等のお問い合わせに関してはホームページ 
（https://www.yamatobc.com）の右上にございます 
「事業所一覧」をご確認いただき、管轄支店にお願いします。 

https://www.yamatobc.com/
https://www.yamatobc.com/
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JITBOX チャーター便の利用料金  （ロールボックスパレットによる貸切輸送システム） 
（1）大阪府発⇔各地まで運賃（単位：円 税込本体価格 片道料金）※ボックス 1本につき 
都道府県  運賃 都道府県  運賃 都道府県  運賃 都道府県  運賃 

北海道 

道東 70,290 

関東 

茨城 27,610 

中部 

静岡 18,150 

四国 

徳島 23,100 

道北 66,990 栃木 27,720 愛知 15,180 香川 22,990 

道央 64,240 群馬 27,610 三重 13,860 愛媛 23,100 

道南 62,480 埼玉 27,610 岐阜 13,860 高知 23,430 

北東北 

青森 42,680 千葉 27,610 

関⻄ 

滋賀 13,420 

九州 
沖縄 

福岡 27,610 

秋田 41,800 東京 23,430 京都 13,420 佐賀 27,940 

岩手 41,800 神奈川 22,990 大阪 13,420 長崎 32,450 

南東北 

宮城 33,000 山梨 22,990 兵庫 13,420 熊本 32,450 

山形 37,400 
信越 

新潟 23,100 奈良 13,420 大分 27,720 

福島 32,670 長野 18,150 和歌山 13,420 宮崎 32,890 

   

北陸 

富山 18,150 

中国 

岡山 15,180 鹿児島 33,000 

   石川 17,930 広島 17,930 沖縄 51,810 

   福井 13,860 山口 22,880    

      鳥取 13,860    

      島根 22,880    

※一部離島及び弊社拠点から離れた地域では集配が対応できない場合がございます。 
 
 
 
（2）オプションサービス（税込本体価格 片道料金） ※BOX1本につき 

 
 
 
 
 
 
 
■主なサービス内容と規約 
◎日本国内法人様向けのサービスとなります。 
◎料金はロールボックスパレット（BOX）単位で、都道府県別に設定されております。 
  （外寸 110Ｘ110Ｘ200cm /内寸 104Ｘ104X170cm 容積 1.8㎥ 最大積載量 500kg) 
◎損害補償額は、1BOX につき 500万円が上限となります。 
◎ご依頼主が事前に指定された納品先に、BOX単位で配達いたします。（BOX での荷降ろしが可能な場所に限定） 
◎交通事情により、ご指定のお届け日・配達時間のご要望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 
◎損害補償、その他の規約につきましては、「運送基本契約書」および「貨物自動車運送約款」でご確認願います。 
◎上記運賃はドライバー１名でのサービスとなっておりますので、搬入・搬出でのご協力をお願いいたします。 
 
  

①時間外集荷（17時以降に終了するイベント） ⇒\3,300- 
②縦持・横持集荷および配達（台車を使用しての集荷・配達作業料） ⇒￥2,200- 
  ※建物１F以外でのエレベーター使用ができない集配の場合や車両駐車場から離れた場所での 
       集配の場合など、作業が発生いたします。   
③時間外配達（18時 01分以降の配達） ⇒ \3,300- 
④２時間幅での配達時間指定 ⇒ \1,650- 
※その他オプションに関しては、ヤマトボックスチャーター管轄支店までご連絡下さい。  

104㎝ 

（内寸） 104㎝（内寸） 

最大積載量 500㎏ 

200㎝（キャスター含めた高さ） 
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会場内荷役作業サービス 
フォークリフトなどの当日アレンジは出来かねますので、あらかじめ各社で手配いただくようお願いいたします。 
また、下記の協力企業でもお取扱いをしております。（それぞれ別紙ご案内をご参照ください、要事前申込） 

 ●推薦協力会社 

日本通運（株） 大阪⻄支店 北港 LC自動車営業課 
〒555-0041 大阪府大阪市⻄淀川区中島 2-10-115 
Tel. 06-6478-0365  Fax. 06-6478-0375 
担当：木本 

 
（株）近鉄エクスプレス販売 イベント営業課 
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS三田ビル 5F 
Tel.03-5443-9455  Fax. 03-5443-9457 
担当：納谷、小林 

 

外国貨物の展示 

本展示場は保税展示場ではありません。 
外国貨物である出展物を展示する場合は、ＡＴＡカルネを使用して持ち込むようにしてください。 
※ＡＴＡ条約 
昭和 48年 11月 1日から実施されたこの条約は、報道・放送用など職業用具や見本市、博覧会などの展示物品については再輸出を条件と
して一時免税輸入を認め、その場合ＡＴＡカルネを使用すれば税関への担保の提出や輸入申告書類の提出の必要はなくなるという通関簡
素化をめざした条約です。 

 
ＡＴＡカルネ手続きについては下記まで直接お問い合わせください。 
 
 ●指定協力会社 
（株）近鉄エクスプレス販売 イベント営業課 
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS三田ビル 5F 
Tel.03-5443-9455  Fax. 03-5443-9457 
担当：納谷、小林 

 
 

会場内宅配便カウンターについて 
会場内での宅配便の取り扱いについては、下記のとおりです。 
 
会期中 3日間 センタービル 1F インフォメーションセンター横 （9:00～17:00） 
 ※ヤマト運輸の取扱いとなります 
 
5月 27日（金） 搬出用に別カウンターが設置されます。（4号館・5号館の間／16:00~18:30） 

 《近鉄コスモス》 ※佐川急便の取扱いとなります 
 ※カウンターまでの持ち込み（事前予約でブース引取りもあり）、料金元払い （請求対応もあり） 

 《ヤマト運輸》 
 ※カウンターまでの持ち込み、着払い対応のみ 
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ストックルーム 
5月 25日（水）～27日（金）の 3日間ストックルームの貸出しをいたします。 
出展物の梱包材や、予備のカタログを収容するためにご利用ください。 
 
貸出概要 
・備品： 側壁システムパネル／ドア（鍵付き） 
・設置場所： 展示会場内 
・貸出期間： 5月 25日（水）～27日（金） 3日間 
・貸出料金： 4㎡（鍵付き） 88,000円（消費税込） 
 9㎡（鍵付き） 165,000円（消費税込） 
・鍵の渡し： 5月 24日（火）13:00 より事務局にてお渡しします。 
・鍵の返却： 5月 27日（金）18:00 までに事務局へご返却ください。 
 
申込方法 
巻末の提出書類【11】「ストックルーム申込書」にてお申し込みください。 
※盗難・紛失などにつきましては、事務局では一切責任を負いかねます。 
 鍵およびストックルーム内の管理は各出展者にてお願いいたします。 
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電気 

展示会場一般照明の照度は、以下の通りとなります。なお、基礎小間に展示用照明は取り付けてありませんのでご注意ください。 
電気供給方式は、下記の通りです。 

交流単相 100 ボルト 60 ヘルツ 
交流単相 200 ボルト 60 ヘルツ 
交流３相 200 ボルト 60 ヘルツ 

展示会場内一般照明 4号館 5号館 A ゾーン 
床面平均照度 450 ルクス 600 ルクス 

 ※展示および展示施設の設営にあたっては館内施設照明を有効に取り入れるようにご考慮ください。 
 

[１]申し込み手続き 
全ての出展者は巻末の提出書類【2】「電気・電力工事申込書」を飯田電機工業（株）にご提出ください。 
期日までにお申し込みのない場合、小間内への電気の供給が不可能となることもありますのでご注意ください。 
電気・電力工事申込書の作成に際しては、電源希望位置図および単線結線図のみを記入してください。電源希望位置は機器の
レイアウトを考えて、当初の計画段階から考慮してください。単線結線図は、負荷容量を記入し、始動電流の大きな機器は特に明
記してください。夜間送電の負荷がある場合は専用回路としますので、必ず「夜間送電」と明記してください。蛍光灯、高圧水銀灯
は定格容量の 150％として計算してください。機器名板が馬力表示の場合は、1HP を 1kW に換算して計算してください。 
なお、電力事情等についての不明な点は､指定幹線工事業者に直接お問い合わせください。 
 

[２]幹線工事と費用負担 
主催者では、上記申込書に基づき供給幹線を小間内まで配線し、開閉器を設けます。開閉器の取り付け位置は必ず電気・電力
工事申込書に明記してください。指定のない場合は、後壁左右いずれかに取り付けさせていただきます。（2 小間以上の場合も原
則として電源［開閉器］は 1 ケ所です。２ケ所にご希望の場合は別途有料にて申し受けます。但し、通路を隔てた小間の場合は
それぞれ電源を出します。) 
 

●電気幹線工事費（消費税込） 
電気幹線工事費は、電灯・動力いずれの場合も 1kW につき 9,900円とし、電気使用料金とあわせて出展者負担となります。 
 

申込容量（kW） 幹線工事費  
 0～1 9,900円  
 1.01～2 19,800円  
 2.01～3 29,700円 以降同様に 1kW毎に 9,900円加算されます。 

 

●電気使用料金（消費税込） 
出展者からの電気・電力工事申込書により、主催者が承認し設置した供給幹線（上記の開閉器）からの照明および動力配線
等の小間内の電気工事は出展者において施工するものとし、その費用も出展者の負担になります。 
申請１ｋＷにつき通電期間中（後述の供給時間）1,210円とします。 
また、夜間送電の場合は別途ご請求させていただきます。 
 

●電気幹線施工区分 
 

 幹線工事業者施工一次配線  
 

   出展者施工二次配線     
 

1φ 
100V幹線                       

             照 明 設 備 
             コンセント設備 
             その他 設 備 

3φ 
200V幹線                      
 
主幹開閉機 

             電動機設備 
             その他 設 備 
 
             配 電 盤 

 

S 

S 

責任分界点 
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●電気供給時間 
 

5月 23日（月） 送電はございません 
5月 24日（火） 8:00～19:00  
5月 25日（水） 8:00～17:30  
5月 26日（木） 9:00～17:30  
5月 27日（金） 9:00～17:15  

 

幹線工事の配線が、小間内および小間前の通路を横断する箇所がありますが、ご了承ください。 
幹線工事費及び電気使用料金は、前記料金より計算し電気を使用するすべての出展者に請求させていただきます。 
 

[３]小間内電気工事 
 出展者が行う小間内電気工事については、主催者では特に業者の指定はしませんが、必ず電気工事士法に基づく所定の有
資格者が行ってください。 

 電気工事を行うすべての作業者は、作業中必ず電気工事士法に基づく第 1種電気工事士免状または認定電気工事従事者
認定証を携帯してください。無免許者が施工している時は、作業を中止させられます。 

 電気用品取締規則の適用を受ける電気用品および材料は、経済産業大臣の型式承認を受けたマーク入りを使用してください。 
 小間内電気工事は、すべて会期前日までに必ず完了してください。会期中の電気配線工事は認められません。 
 モーター用動力配線には、負荷に相当するコンデンサーを取り付けてください。 
 小間内電気設備のスイッチを入れるヒューズは、必ず適正ヒューズを使用し、銅線等を代用しないでください。 
 100V 照明関係の配線は、１台が 15Ａ以上の器具は１回路毎に分岐し、その他は 15Ａ以下毎に 1 回路とし、分岐スイッ
チを設けてください。 

 対地電圧が 150V をこえる機器および分電盤には、必ずアース工事を施してください 
 蛍光灯、白熱灯などの照明器具及び機器の配線に際して、コードの流し引き、または接続器なしにコードを接続しないでください。
コードをステップル等で壁面に押さえつけて配線することも出来ません。必ずＦケーブルか同等以上のケーブルを使用してください。 

 施工にあたっては、特に火災などの危険の防止、人体や財物の損傷その他事故の防止について、万全の注意を払ってください。 
 分電盤の主幹には必ず漏電ブレーカーを使用してください。 
 

[４]保護装置について 
電源の異常及び事故による停電、または電圧降下のために実演物・出展物・各種装置等を損傷した場合、主催者はその責任を
負いかねますので、出展者の方々は事故による損傷を防止するために、実演にあたり、充分な保護装置を施してください。 
 

[５]会期中の保守 
会期中は、主催者指定幹線工事業者の電気保守要員が、会場内事務局に常駐しております。小間内の小さな事故でも、会場
内事務局へ連絡してください。 
 

[６]指定幹線工事業者 
電気幹線工事、申し込み等、電気に関する一切の事項は、下記指定業者が主催者に代行して担当しますので、不明な点は下
記業者に直接お問い合わせください。 
また、主催者が行う電気幹線工事及び料金の請求は、下記業者が担当します。 
 

 
 
飯田電機工業（株） 大阪事業所 担当者：田頭  
〒550-0011大阪府大阪市⻄区阿波座 1-9-9  阿波座パークビル 4F 
Tel. 06-6543-2880  Fax. 06-6543-2884 
E-mail：mtij2022@iidae.co.jp 
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水・エアー配管工事 

展示会場では、水・エアーの利用が可能です。各配管工事に関する注意事項を以下のとおりご案内いたします。尚、工事費用並び
に使用料金は出展社の負担となります。 
必要な出展社の方は提出書類【９】「水／エアー供給申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 
ご不明な点は下記指定協力会社へお問い合わせください。 
 
●指定協力会社 
（株）岡元工業所 
〒552-0004大阪府大阪市港区夕凪 1-10-9 
Tel. 06-6575-2300  Fax. 06-6576-0740   info@okamoto-works.co.jp 
担当：池嶋、大森 

 
■給排水配管工事 
［１］給排水供給幹線工事（一次側工事）の元栓は、原則として 1 ヶ所で、各館メインバルブに最も近い小間袖に設置します。

特に希望のある場合は小間内図で指示してください。ただし、二次側工事扱いとなります。 
［２］幹線工事費は、下記の通りです。（水道代別途） 

給水管のサイズ 負担金（消費税込） 

13mm 63,800円 

20mm 74,800円 

25mm 95,700円 
※幹線工事費は水道代と合わせて会期終了後、（株）岡元工業所より直接請求いたします。 

［３］排水には残飯・固形物・油・薬品・塗料等は流さないでください。 
［４］断水・水圧低下の事故により実演上の支障、機械損傷した場合、主催者及び施工者は責任を負いません。 
 
■エアー配管工事 
［１］エアー給排幹線工事（一時側）の元バルブは、原則として 1 ヶ所で、各館メインバルブに最も近い小間袖に設置します。 

特に希望のある場合は小間内図で指示してください。ただし二次側工事扱いとなります。 
［２］幹線工事費は下記の通りです。 

エアー供給量（ℓ/min） 負担金（消費税込） 元バルブのサイズ 

1~500 67,100円 

13mm~25mm 501~2,000 78,100円 

2,001~3,000 88,000円 
※幹線工事費は燃料代と合わせて会期終了後、（株）岡元工業所より直接請求いたします。 

［３］エアー供給の圧力は 0.6Mpa~0.7Mpa です。減圧される場合はレギュレーターを設けてください。 
またアフタークーラーやドライ装置、フィルター類は出展社で準備ください。 

 
■水・エアー供給日と時間 

供給日 供給時間 
5月 23日（月） 供給はありません 
5月 24日（火） 9:00～19:00 
5月 25日（水）・26日(木) 9:00～17:30 
5月 27日（金） 9:00～17:15 

※なお、上記期日前に機械調整・試運転のために水・エアー供給を必要とする場合は可能な範囲において供給しますので、事
前に（株）岡元工業所にご連絡ください。 
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高速インターネット回線 

下記の QR コードまたは URL のお申込みサイトより、4月 14日(木)までにお申込み下さい。 
申込 QR コード 

申込 URL:  https://entry.mice-net.jp/ex/168/reg 
※複数の出展ブースをお申込する際は、それぞれ別アカウントを作成してください。 
※アカウント IDはシステムで自動採番されます。登録後メールにてご案内します。 
※同一メールアドレス/パスワードで複数 ID を作成することができます。 
 
弊社のサービスは、通信キャリア/プロバイダ/が提供するベストエフォートサービスを利用しています。その為、弊社では回線速度の保
証および、当該回線障害/プロバイダ障害による補償は一切致しかねます。 
 
[1] 使用期間   5月 25日（水）～27日（金）【5月 24日（火）14:00開通予定～会期終了後撤去】 
 
[2] 申込期限   4月 14日（木） ※申込書受領後、請求書を発行いたしますので、5月 6日（金）までにお振り込みください。 

 ※ご入金確認後の工事となります。 
 
[3] ご利用可能回線 
➀専有光回線（ファミリータイプ/動的 IP アドレス） ··························\77,000（税込） 
②専有光回線（ファミリー）+無線アクセスポイント１台設置 ············ ￥110,000（税込） 
③専有光回線（ファミリータイプ）with MICE-NET Provider ········· ￥162,800（税込） 

 
※その他の回線をご希望の場合は、4月 14日（木）までに指定協力会社 キッセイコムテック（株）までお問い合わせください。 
ご希望の回線種別や締め切りをすぎてのお申し込みは、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
※固定グローバルアドレスが必要な場合はご連絡ください。個別対応させていただきます。 
 
■専有光回線（ファミリータイプ/動的 IPアドレス） 
★フレッツ光回線を出展社専有でご利用いただけるサービスです。このサービスには、回線、プロバイダ、ブロードバンドルーターまで含んでおります。 
★このサービスでは、IP アドレスはブロードバンドルーターより自動取得となります。 
★固定グローバルアドレス（別途料金）が必要な場合はご連絡ください。 
★ブロードバンドルーターからパソコンまでの LAN ケーブル、LAN アダプタ等は、出展社でご用意をお願い致します。 
★複数台（5台以上）パソコンを接続希望の出展社は、別途 Hub をご用意ください。 
★ルータ設置位置に電源 1口ご用意ください。 
 
■専有光回線（ファミリー）+無線アクセスポイント１台設置 
★有線 LAN回線のルータ設置位置に無線 LAN アクセスポイント 1台を設置します。 
 ルータから離れた場所に設置する場合、別途配線費用を頂く場合がございます。 
★無線 LAN アクセスポイントは 1台あたり 30端末接続まで、ブースは 10m四方までの広さを想定しております。 
★対応無線規格は IEEE802 11a/g となります。 
★申込み頂いた出展者ごとに SSID（ネットワーク名）とアクセスキーを発行いたします。 
★会期中、会場内の他のアクセスポイントとの電波干渉により、接続できない可能性がございます。無線 LAN通信の保証は致しません。 
★ルータ設置位置と無線 LAN アクセスポイント設置位置に電源を 1口ずつご用意ください。 
 
■専有光回線（ファミリータイプ）with MICE-NET Provider 
★MICE-NET Providerは PPPoE接続を使用しない MICE専用のプロバイダです。 
★フレッツ光の IPv6 アドレスによる VPN接続で当社データセンターよりインターネットに接続しています。 
★MICE-NET Provider に障害が発生した場合は、PPPoE による自動バックアップに対応しています。 
★専用ルータ・専用 HUB・NTT終端装置を設置しますので、回線利用箇所に 3口電源をご用意ください。 
★専有光回線(ファミリータイプ) with MICE-NET Providerは安定した速度を保つため、アップロード/ダウンロード共に 300Mbps の速度制限
をかけております。 
 
※プロバイダでは SPAM対策のため OP25B(Outbound Port 25 Blocking)が設定されており、25番ポートを使用した e メール送信はできま
せん。e メール送信の際は 587番ポートや VPN を使用して送信して頂く様お願い致します。 
 
 

https://entry.mice-net.jp/ex/168/reg
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※備考 
★各出展社において、Windows Updateやアンチウイルス等の、セキュリティ対策、情報漏洩対策を必ず行ってください。主催者および協力会社
は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。 
★ブース内の機材、ネットワーク工事、設定などご質問がございましたら、下記までご連絡ください。 
 
協力会社：キッセイコムテック（株） レンタル事業部 担当：久島・塚本 
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-32-1 大塚 S&S ビル 
Tel. 03-6709-2440 Fax.03-5979-6335   mtij@network.kcrent.jp 
 
 

臨時架設電話 

小間内で使用する臨時架設電話の設置をご希望の出展社は下記までご連絡ください。 
連絡先  展示会事務局 株式会社シー・エヌ・ティ  03-5297-8855  または info2022@mtij.jp 
別途、申込書をお送りします。 
 
[1] 使用期間 5月 25日（水）－27日（金）［前日架設工事］ 
 ※前日 24日（火）の午後から電話の取付工事を行ないます。 
  設置時間のご指定はできかねますのでご了承ください。 
 ※撤去は 27日（金）、展示会終了後に行なわれます。 
 
[2] 架設料金 一回線   38,500円（消費税込） 
 ※工事費および国内通話料を含みます。 
 ※国際通話の利用は可能ですが、その通話料はこの金額には含まれません。 
展示会終了後に、別途ご請求させていただきます。 
 
 
■ご請求について 
お申し込み後、主催者より請求書を発行いたします。 
 
 
 

ホテル宿泊 

主催者では本展示会の宿泊を JTB グローバルマーケティング＆トラベルに依頼しております。 
 
ご準備できるホテルなどは、本展示会公式サイトのアクセスに記載してございます。 
http://www.mtij.jp/osaka/jp/access.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtij.jp/osaka/jp/access.php


 47 

バーコード管理システム 
本展示会では、来場者に「同意」いただいた上で、来場者情報をバーコードで管理します。  
バーコード管理システムをご利用頂くと 「１秒」 で  「簡単」 に 「名刺情報」 を入手できます。 
「要望コード表（オプション）」 とセットで活用いただき 「有益なデータ取得ツール」としてご活用ください。 
また、非接触対応のため、感染症対策としてご利用いただけます。 
 

■ご利用のメリット 

会期中 
【情報収集力 UP!!】 

●情報収集力 UP 
・名刺を持っていない来場者からも情報入手可能 

・名刺交換よりもスピーディー 
・マーケティングデータとして活用 

会期後 
【すぐ共有！営業直結！】 

●作業軽減 
・名刺整理、入力作業が不要 
・報告書の作成が簡単 

・Excel納品だから加工が簡単 
●営業直結 

・来場者ヒアリング内容もデータ化可能 
・来場者の分類も可能 

 

ご注意 受付時に登録拒否される方、登録情報に不備・不明な方、日本語・英語以外の文字入力はできません。 
その場合、情報は取得する事ができません。 

 
■操作が簡単（２秒～） 
 
①来場者の入場証にあるバーコードを「専用リーダー」で読取る（1秒） 
↓ 
②続けて「要望コード表」のバーコードを読取る（1秒～） 
 
 
 
■要望コード表とは【詳しい来場者情報を得る】ための無料オプションツールです。 
 
出展者が入手したい来場者情報をデータに付加することのできるバーコード表です。 
要望コードの項目は出展者が任意で設定できます。（要望コード出力サイト URL は下記です。） 
URL： https://f-vr.jp/barcode/set.asp 
 
■バーコードシステム利用料金について(税込) 
バーコードシステム料金表 
プラン 項目 数量 単位 単価(税込) サービス内容 

A プラン 
バーコードシステム基本料（スタンダード） 1 式/台 38,500円 読取放題 

（上限なし） バーコードリーダー追加費用  台 16,500円 

B プラン 

バーコードシステム基本料（ライトパック） 1 式/台 22,000円 読取った合計件数が 
300 件迄のデータ処理
費含む バーコードリーダー追加費用  台 16,500円 

データ処理費（301件以上の場合「1件」につきかかる費用） 110円  

オプション 
アンケートバーコードシール（１シート60個）  シート 1,100円 別途送料がかかります 

アンケート用紙のバーコード付き印刷 お問合せください 
※プランの途中変更は会期 2週間前までとなります。 
 
 

https://f-vr.jp/barcode/set.asp
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■納期 
会期終了後、6月 3日（金）を予定しております。 
 

■納品方法 
MS・Excel形式のデータです。 
会期終了後、ご登録いただいたメールアドレスへダウンロードサイトのアドレスとパスワードをお送りします。 
納品予定日にアクセスしファイルのダウンロードをしてください。 
なお、セキュリティを考慮し、ダウンロードには期間と回数制限を設けます。 
 

■ご請求について 
 ①データ納品後にピーク・ワンより請求書をお送り致します。(申込書の担当者欄に記載されている方に送付致します。) 
 ②請求書に記載されている口座へお振込みください。お支払期限は月末締め、翌月末までとさせていただきます。 
 ③振込手数料はご負担願います。 
 

■バーコードリーダーの貸出について 
貸出日時：5月 24日(火) 13:00 ～ 17:00 
貸出場所：バーコードリーダー貸出場所等のご案内を会期一週間前にメールでお送りいたします。 
 

■サービスご利用にあたってのご注意 
１．データ化の定義と入力文字のご注意 
 ①原則として日本語と英語がデータ化されます。JIS の第一水準、第二水準までとなりますので、中国語、ハングル語、 
 アラビア語等の特殊文字についてはデータ化できません。特殊文字の場合は、英語がある物をデータ化いたします。 
 ②１データとして取り扱う最低条件は、個人名＋最低限の連絡が取れる情報が１つは記載されているものとなります。 
   例）個人名＋住所のみ。個人名＋TELのみ。個人名＋FAX。個人名＋メール。個人名＋住所等に関しては、納品データ対象となります。 
 ③手書きの登録による判読不明文字は「■」で入力されますのでご承知おきください。 
 

２．ご承認事項「取得個人情報とシステムご利用についてのご注意」 
2-1 バーコードシステム及び本展示会で取得した個人情報の取り扱い 
 ①取得した個人情報についての転売はしない。 
 ②取得した個人情報はご本人の同意を得てない限り自社内のみの利用とする。 
 ③取得する際は個人の意思を確認する手段を講じ、情報提供及び連絡等について個人が拒否をした場合、 
 その個人情報の利用を取りやめる。 
 ④取得した個人情報の流失、漏洩に対して個人情報管理者を置き適切な予防策を講じる。 
 ⑤明らかに誤りとわかる個人情報を何らかの形で入手した場合は、その利用をせず削除する。 
 ⑥その他個人情報保護法に準じた適切な措置を講じる。 
 

2-2 バーコードシステムをご利用頂く際のご注意 
①バーコード端末機は、充電池によりメモリが動作しています。 
  充電池を抜いたままで長時間の放置、落下等により強い衝撃を 与えた場合、 
  バーコード端末機のメモリーデータが消失する場合がありますので、慎重なご利用をお願いいたします。 
電圧低下状態、電池がなくなった場合、強い衝撃、水漏れ等を起こした場合は 
速やかにスタッフまでお申し出いただけますようお願いします。 
不具合発生によるメモリーデータ消失により生じた損失につきましては一切責任を負いかねます。 
 

②バーコードリーダーは、貸出完了後会期中を通じて、ご利用出展者様の管理となります。 
盗難、紛失等に遭遇した場合、機材の弁剤をお願いすることと同時に、データの保証も一切しかねますので、 
貸出後の保管管理には、十分ご留意ください。 
 

③電磁波や大きな静電気の影響により、メモリーデータが消失する場合があります。 
  電磁波や大きな静電気が発生する機器のそばに置かないよう注意願います。 
不具合発生によるメモリーデータの消失により生じた損失につきましては一切の責任を負いかねます。 
 

■お申込み 
ご利用希望の場合は巻末の提出書類【12】「バーコード管理システム利用申込書」で 5月 13日（金）までにお申込みください。 
 

≪バーコードシステムに関するお問い合わせ先≫ 
（株）ピーク・ワン  担当：バーコードシステム係 
〒101-0054東京都千代田区神田錦町 3-23 メットライフ神田錦町ビル 4F 
TEL:03-5577-7871(10:00～18:00 土・日・祝日を除く) FAX：03-5577-3369 
E-mail：edms@f-vr.jp   

mailto:edms@f-vr.jp
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小間内清掃 

展示期間中に小間内の清掃をご希望の出展社は提出書類【4】「小間内清掃申込書」にてお申込ください。 
ご不明な点は下記指定協力会社へお問い合わせください。 
 
●指定協力会社 
 港サービス 大進産業（株）内 
 〒550-0027大阪府大阪市⻄区九条 2-2-8 
 Tel. 06-6582-2051  Fax. 06-6582-5520   morikawa@daishin-sangyo.jp 
 担当＝森川、小⻄ 

 
■清掃料金 
 1小間あたり 3日間 2,650円（消費税込） 
 ただし、1小間以内の場合でも、1小間分の料金となります。 
 ●出展小間数でなく、清掃希望スペース分の小間数をお申込ください。 
 
■清掃期間 
 5月 24日（火）～5月 26日（木） 
 ●小間内清掃は、事故を防ぐため、主催者よりテーブル、壁、展示物には触れぬよう指示しておりますので、 
 床面のみの清掃となります。 
 
■ご請求について 

後日、指定協力会社より請求書が送付されますので、指定期日までに銀行振込にてお振り込みください。 
 
注）残材の撤去は別料金となります。 
   残材や固形物・油等の処理につきましても、港サービスで対応いたしますので、ご相談ください。 
 
 

製品技術プレゼンテーション（準備備品と運営方法） 

プログラムは招待状や展示会公式Webサイトに掲載される他、会場内にも案内が設置されますが、事前に各発表会社より発送さ
れるダイレクトメールにも、時間や特色、内容などを記載したご案内を同封し、PR されることをお勧めいたします。 
 
会場：展示場内特設会場 クローズドスタイル 
 
主催者にて準備する備品設備 
1） 講演台 
2） プロジェクター（HDMI ケーブル） ※出力端子のご確認をお願いします。 
3） スクリーン（16:9 サイズ） ※4:3資料も投影可能ですがスクリーンに合わせての画面調整となります 
4） マイク（有線 2本） 
5） 聴講者用椅子（60脚） 
6） 受付用のテーブル 1台・椅子 2脚 
※パソコンは発表会社にてご用意下さい。 
 
運営方法 
①発表 15分前より、受付を開始していただき、受付順に聴講者にお並びいただきます。 
②総入替制とし、前の発表終了後および全員退席完了後にお並びいただいた先頭の方より順番にご入場いただきます。 
 
受付業務・司会・進行並びにカタログ等の準備、配布は全て発表会社がおこなうものとします。 
発表は、質疑応答も含め必ず 30分以内におさめて頂き終了時間を厳守してください。 
現場での事前チェックをご希望の場合は、原則として発表日の 9:00～10:00 の間に行ってください。 
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一般規定 

[１]契約の解除 
主催者は、出展社が次のいずれかに該当する場合は、出展社に対し何等の催告なく、本件出展契約を解除することができるものと
し、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展社に対しその損害の賠償を請求することができます。 
1） 出展料の全部又は一部を支払わない場合。 
2） 出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定に従わない場合。 
3） 出展小間を、展示会出展の目的以外に使用した場合。 
4） 出展小間を使用しない場合。 
5） 解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、破産、和議、会社整理、会社更生の各申立があった場合。 
6） 手形・小切手につき不渡処分を受けた場合。 
7） 公租公課につき滞納処分を受けた場合。 
8） 著しく主催者の信用を失墜する事実があった場合。 
9） その他本出展規定およびこれに基づき出展細則に違反した場合。 
 
[２]出展物 
1） 出展物は、本展示会の開催主旨、目的にそったもののみ展示できるものとします。 
2） 主催者は、その音・操作方法・材料又はその他の理由から問題があると思われる展示を制限することや、主催者の立場からみ

て展示会の目的と合致しない展示物を禁止、あるいは撤去させていただくことがあります。 
3） 外国貨物を出展する場合は、必ず通関手続きをとり国内貨物にして出展するようにしてください。 
4） 出展物の実演にともない、強度の音、光線、熱気、じんあい、ガス、振動などが発生する場合は、あらかじめ防火措置をとり、来

場者への安全を確保してください。 
5） 他社に迷惑になるような即売行為は禁止させていただきます。（書籍および同等ソフトウェアの販売は可とします） 
6） 自社小間からはみだしての案内、入口付近でのビラまきなどは厳禁といたします。 
7） 展示廃棄物、使用済みの資材や小間内・周辺の塵・クズは、出展社の責任によりお持ち帰りください。 

特に、ビニール・プラスチック・金属（カン）、カーペット、ガラス（ビン）、ゴム、油などの産業廃棄物は処理できませんので、各
出展社でお持ち帰りください。 
ただし、会期中、小間内で出る少量のごみは、展示会開催時間後に通路にお出しいただければ、主催者にて処分いたします。 
※ごみの量が多い場合（30L を超えるもの）は港サービスにご相談ください。（港サービス 06-6582-2051） 

 
[３]出展物の管理と免責 
主催者では、会期中における出展物の管理・保全について、警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいます。また、主
催者は自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他出展物に関す
る一切の事故について、その責任を負いません。 
出展社は、自己の責任において、各出展小間内への出展物の搬入出と出展小間内の出展物の管理をしてください。 
*最近、展示会場での盗難（名刺、PCなど）が目立っております。 
盗難には十分ご注意いただき、お客様の名刺情報や PC 等は日々お持ち帰りいただくか、コインロッカーへお預けになることをお勧め
します。 
 
[４]損害賠償 
出展社は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の
損害について責任を負うものとします。 
 
[５]出展社の小間への常駐 
出展社は、原則として搬入出日、会期中を通じ、自社の小間内に常駐し、来場者との応対、出展物の管理などにあたってください。 
 
[６]出展担当者情報の取り扱いについて 
主催者指定の各協力業者（基礎工事、電気等）から出展手続きに関する各種事務連絡・各種請求業務など、出展者
の便宜を図るため担当者のご連絡先を各種協力業者に開示する場合がございます。 
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[７]音量規制 
展示実演により発生する過度の音量は緊急時の一斉放送の障害になるほか、他の出展社の迷惑となりますので、各社とも適切な
音量を守っていただきますようお願い申しあげます。 
 
[８]撮影（写真、動画）および模写 
当該出展社の許可なく、出展物の撮影、模写、測定、型取りなどをすることはできません。 
また、来場者の撮影も同様に禁止しております。トラブルなどが発生した場合は事務局にご連絡ください。 
ただし、事務局が承認した報道機関の撮影には、可能な範囲でご協力いただきますようお願いいたします。 
なお、事務局にて記録撮影を行います。撮影素材は、今後の広報活動に使用させていただきますのでご了承ください。 
 
[９]展示会開催の変更および中止 
1） 主催者は天災地変その他の不可抗力等主催者の責めに帰しえない原因により会期を変更、または中止することがあります。 
2） 前号の場合、主催者はこれによって生じた出展社、その他の者の損害につき責任を負いません。なお、お申し込み頂いた出展

料は、それまでにかかった合理的な経費を差し引いてご返金いたします。 
 
[10]非常時の対応 
地震・火災等の災害や傷病人が発生した場合は、下記のとおりご対応をお願いいたします。 
・地震発生の際は、非常放送が入ります。放送の指示に従った行動をお願いいたします。 
・火災を発見した場合は、近くの消火器等で初期消火をおこなってください。周辺への周知とともに、近くの警備員または事務局まで
お知らせください。119番通報した場合は、その旨もお知らせください。 
（いずれの場合も、身の安全の確保を最優先で行動してください） 
・傷病人発生時は、近くの警備員または事務局までお知らせください。119番通報した場合は、その旨もお知らせください。 
 
[11]博覧会指定の撤廃について 
特許法第 30 条等が改正され博覧会の指定制度が撤廃されました。この法改正により、特許を受ける権利を有する方自身によっ
て博覧会に出品された発明については、博覧会の態様を問わず新規性喪失等の例外規定が適用されます。従いまして、例外規
定の適用を受ける場合は、出展者自身にて手続きを行ってください。 
以下のページに、出展者（出願人）が行う手続きや、書面の雛形が掲載されています。 
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html 
 
[12]展示会開催期間中の出展社用無料駐車場はございませんので、ご了承ください。 
駐車場についての詳細は、下記のWeb サイトをご参照ください。 
https://www.intex-osaka.com/jp/access/car/parking/ 
 
[13]コピー／ファックス／パソコン利用などにつきましては、センタービル 1F ビジネスセンターにて行うことができます。 
 
[14]インテックス内のレストラン、食券については下記をご参照ください。 
https://www.intex-osaka.com/jp/organizer/guide/support/#about-catering 
 
その他 
展示会来場者はすべて、受付で登録いただき来場者証を発行します。 
来場者の中で、下記のような行為で出展社および他の来場者の迷惑となるケースが産業展示会で見受けられます。 
展示会場で何らかのトラブルや迷惑行為があった場合には、展示会場事務局にご一報ください。 
係員が現場に向かい、対応いたします。 
 
展示会事務局（インテックス大阪会場内）  Tel. 06-6612-8814 

 
迷惑行為の主な例） 
物品、投資等の売り込み 
製品の撮影 
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連絡先一覧表 

主催 産経新聞社 
 〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2 
 Tel．03-3273-6180  Fax．03-3241-4999 
 
共催 （株）シー・エヌ・ティ 
展示会事務局 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-3-4F 
 Tel. 03-5297-8855  Fax. 03-5294-0909  info2022@mtij.jp 
 
基礎小間装飾･備品レンタル （株）廣目屋 担当＝小松、飯田、島崎 
パッケージディスプレイ 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-1  
 Tel. 03-3563-0040  Fax. 03-3563-0076  mtij@hiromeya.co.jp 
 
電気工事 飯田電機工業（株） 大阪事業所 担当＝田頭 
 〒550-0011大阪府大阪市⻄区阿波座 1-9-9  阿波座パークビル 4F 
 Tel. 06-6543-2880  Fax. 06-6543-2884  E-mail：mtij2022@iidae.co.jp 
 
小間内清掃 港サービス 大進産業（株）内 担当＝森川、小⻄ 
 〒550-0027 大阪府大阪市⻄区九条 2-2-8 
 Tel. 06-6582-2051  Fax. 06-6582-5520   morikawa@daishin-sangyo.jp 
 
水／エアー 工事 （株）岡元工業所 担当＝池嶋、大森 
養生リース 〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪 1-10-9 

 Tel. 06-6575-2300  Fax. 06-6576-0740   info@okamoto-works.co.jp 
 
荷役作業・運送 日本通運（株） 大阪⻄支店 北港 LC自動車営業課   担当：木本 
 〒555-0041 大阪府大阪市⻄淀川区中島 2-10-115 
 Tel. 06-6478-0365  Fax. 06-6478-0375 
 
展示会一括 （株）近鉄コスモス 難波営業分室   担当：峡戸（かいど）、藤岡 
搬入・搬出サービス 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町 1-4-38 近鉄新難波ﾋﾞﾙ 18階 
 Tel. 06-7176-3572  Fax. 06-7176-3579 
 
荷役作業・運送 （株）近鉄エクスプレス販売 イベント営業課   担当：納谷、小林 
外国貨物取扱 〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS三田ビル 5F 
 Tel.03-5443-9455  Fax. 03-5443-9457 
 
高速インターネット回線 キッセイコムテック（株）レンタル事業部 担当：久島、塚本 
 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-32-1 大塚 S&S ビル 
 Tel. 03-6709-2440 Fax.03-5979-6335   mtij@network.kcrent.jp 
 
バーコード管理システム （株）ピークワン 担当：佐々木 
 〒101-0054東京都千代田区神田錦町 3-23 メットライフ神田錦町ビル 4F 
 Tel:03-5577-7871 Fax：03-5577-3369  E-mail：edms@f-vr.jp 
 
PR協力 （株）ピーアンドピービューロゥ 担当者：百瀬 
 〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-22 メゾン・ド・シャルー3F 
 Tel. 03-3261-8984  Fax. 03-3261-8983  E-mail：mtij@pp-web.net 
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緊急連絡先 
 
展示会事務局 06-6612-8814 
  （2022年 5月 22日（日）9時～5月 27日（金）22時） 
 
住之江警察署 06-6682-1234 

住之江消防署 06-6685-0119 

南⻄部 
生活衛生監視事務所 06-4301-7240 （食品衛生に関すること） 
 
 
救急病院 
南港病院 0570-06-2323  

南大阪病院 06-6685-0221  

友愛会病院 06-6672-3121  

大阪みなと中央病院 06-6572-5721  

救急安心センターおおさか #7119(固定・携帯電話) 
 06-6582-7119(固定電話) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
やむを得ない事情のある場合は、予告なく本マニュアルの規定の一部を変更することがあります。 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主催 
産経新聞社 
〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2 
Tel.03-3273-6180 Fax.03-3241-4999 
 

●共催（展示会事務局） 

株式会社シー・エヌ・ティ 
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-3 FORECAST神田須田町 4F 
Tel.03-5297-8855 Fax.03-5294-0909 
E-mail：info2022@mtij.jp 
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