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1-1 開催概要 

名  称： 第 21 回自動認識総合展 

 モバイル＆ウェアラブルゾーン／画像認識ゾーン／センサネットワークゾーン 
 

会  期： 2019 年 9 月 11 日（水）～9月 13 日（金） 10：00～17：00（3日間共） 
 

会  場： 東京ビッグサイト 南 3・4ホール 

 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1 
 

入 場 料： 1,000 円（バーコード登録制、招待券持参者･事前登録者は無料） 
 

主  催： 一般社団法人日本自動認識システム協会（JAISA
ジ ャ イ サ

） 
 

後  援： 総務省、外務省、経済産業省（以上 一部申請中） 
 

特別協力： フジサンケイ ビジネスアイ 
 

協  賛： 一般財団法人流通システム開発センター、一般財団法人日本規格協会、 

 一般財団法人ニューメディア開発協会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、 

 一般財団法人製造科学技術センター、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、 

 公益社団法人日本包装技術協会、公益社団法人日本防犯設備協会、公益社団法人日本マーケティング協会、 

 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、 

 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会、一般社団法人組込みシステム技術協会、 

 一般社団法人日本包装機械工業会、一般社団法人日本産業車両協会、 

 一般社団法人日本ICカードシステム利用促進協議会、一般社団法人電子情報技術産業協会、 

 一般社団法人日本縫製機械工業会、一般社団法人日本出版インフラセンター、 

 一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本物流システム機器協会、 

 一般社団法人日本専門店協会、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会、 

 一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本パレット協会、一般社団法人日本鉄鋼連盟、 

 一般社団法人日本医療機器産業連合会、一般社団法人日本アミューズメントマシン協会、 

 日本万引防止システム協会、日本チェーンストア協会、日本百貨店協会、 

 日本チェーンドラックストア協会、繊維産業流通構造改革推進協議会、 

 日本電子決済推進機構                        （以上 一部申請中） 
 

開催テーマ：「コネクテッド・インダストリーズ ～未来をつなぐ AUTO-ID～」 
 

併催事業： セミナー 

  自動認識セミナー 
  

 プレゼンテーション 

 出展社プレゼンテーション 
 自動認識システム大賞受賞企業によるプレゼンテーション 
 JAISA による発表（統計調査、チュートリアルセッション） 
 

同時期開催展：（本展にご来場いただいた方は他の同時開催展にもご入場できます。） 

 南ホール 

 測定計測展、センサエキスポジャパン 2019、地盤技術フォーラム 2019、第 15 回総合試験機器展 

 青海展示場（無料シャトルバス運行予定） 

 N プラス、EV・PHV 普及活用技術展、衛星測位・位置情報展、フードシステムソリューション、 

 フードセーフティジャパン、フードファクトリー、フードディストリビューション、 

 フード eコマース、SOUZAI JAPAN、アグリ・ビジネスジャパン 
 

展示会事務局：（株）シー・エヌ・ティ 
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1-2 展示会開催までのスケジュールと開催期間中の作業時間について  

6 月 25 日（火） 和文招待状掲載用「出展品目記入用紙」〆切 

7 月 10 日（水） 出展社説明会、公開小間割抽選会 

7 月 19 日（金） 早期提出書類【1】【5】【6】〆切 

8 月初旬 出展社への無料招待状の送付(和文招待状、英文招待状、封筒 ※入場登録券付) 

8 月 1 日（木） 各種提出書類〆切 

8 月下旬 出展社証、車両証、作業者シール発送 

9 月 9 日（月） 出展社搬入（8：30～18：00） 

  10 日（火） 出展社搬入（8：30～18：00）  

 ※10 日（火） 9：00 より電力の供給開始 

9 月 11 日(水)～13 日(金) ｢第 21 回自動認識総合展」開催期間 

 11 日(水) 9:30（予定）～ オープニングセレモニー（於：受付前） 

  17:30～ 「自動認識システム大賞」表彰式（於：ワシントンホテル） 

  17:50～ 開催記念レセプション（於：ワシントンホテル）  

 
 

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

9 月 8 日(日)  主催者基礎工事 

9 月 9 日(月)  各社搬入工事日   

9 月 10 日(火)  各社搬入工事日 
車輌乗り入れ

禁止 規定作業時間外（有料） 

9 月 11 日(水)      

9 月 12 日(木)      

9 月 13 日(金)     搬出作業時間 22:00 まで 
 

 

  規定作業時間（館内への車輌乗り入れ可） 

 規定作業時間（館内への車輌乗り入れ禁止） 

  開催時間 

  規定作業時間外（ただし当日の所定の手続きにより作業が可能です。） 
 
 

規定作業時間外作業について 

規定作業時間外に作業を行う場合、巻末の申込書【28】「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。 

また、時間外作業は有料となり、下記のとおりご請求させていただきます。 

ただし、会場の貸借条件により作業を行えない時間帯もあります。 
 
 

料金：1 出展社 1 時間あたり、10,800 円（消費税込） 

 

※ 残業作業申請は、作業当日事務局にて承りますが、早出作業に関しましては、作業前日までに事務局に申請

していただきますようお願いいたします。 

 

 
開催時間 10:00-17:00（3 日間とも） 
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③ 出展社証、作業者シール、搬入出車両証 

出展社用の出展社証（ホルダー含む）、施工業者用の作業者シール、搬入出時の車両証を事前に希望枚数お送り

いたします。巻末の提出書類【2】「出展社証・作業者シール・車両証申込書」にてお申し込みください。 

※会期中出展業務に携わらない出展企業の方は、一般来場者と同様に受付にて手続き後、来場者バッチを着用

してください。 

 
出展社証、作業者シール 

出展社証 

期間中（搬入～会期中～搬出）すべての出展関係者の方に着用して

いただきます。 

作業者シール 

搬入出時、小間の作業に従事される方に着用していただきます。 

（青） 

 
 

（赤） 

 

 
 

 

有効期間 

 搬入期間中 

9 月 9 日～10 日 

開催期間中 

9 月 11 日～13 日 

搬出期間中 

9 月 13 日（17:00～） 

出展社証 ○ ○ ○ 

作業者シール ○ × ○ 

 

搬入出車両証 

搬入、搬出を行うすべての車両は搬入出車両証をフロントガラスにつけてください。 
※搬入出車両証は駐車券ではありません。荷物の積み下ろし、積み込みの終了した車両はすみやかに退館してください。 

 優先搬出車両は 1社 1枚の発行となります。 

※出展社名・小間番号および運転手携帯電話番号の記載のない車両証は無効です。漏れなく所定事項を記載してください。 

※搬入出目的以外の出展社車両は、有料駐車場をご利用ください。（P.23 参照） 

※宅配便事業者は、車両証は不要です。 

 

搬入車両証            搬出車両証            優先搬出車両証 
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5-1 搬入出に関して 

① 搬入出についての注意事項 

・安全管理 

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。またクレーン車、高所での作業等あるいは危険が

伴うと想定される作業がある場合は必ずヘルメット等を着用し、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。 
 

・荷下ろし、積み込み作業 

荷下ろし、積み込みに際しては、必ず出展社の方が立ち会ってください。 

荷下ろし、積み込み作業中の車両には必ず運転者の方がついてください。 

荷下ろし、積み込み作業中、車両は他の搬入出作業の妨げにならない場所に駐車してください。 

特に中央通路、搬出口付近の駐車は堅くお断りいたします。 
 

・廃棄物の処理 

展示廃棄物、使用済みの資材など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、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。 

※自社にて対応が難しい場合は、P.56「小間内清掃業者」のビッグサイトサービスまでご相談ください。 

② 搬入 

日時および経路を記入した搬入車両証をお送りしますので、巻末の提出書類【2】「出展社証・作業者シール・車

両証申込書」で必要枚数をお申し込みください。 

搬入車両は、すべてこの搬入車両証をフロントガラスにつけてください。 

搬入時の車両指示などは、主催者および警備員が担当しますので係員の指示に従ってください。 

なお、搬入が終了し待機する車両は速やかに車両待機所もしくは有料駐車場に移動してください。 

搬入期間中および会期中、車両待機所にお車の留め置きはできません。有料駐車場をご利用ください。 

 

搬入日時： 9 月 9 日（月） 8:30～18:00（車両の乗り入れは 17:00 まで） 

 9 月 10 日（火） 8:30～18:00（車両の乗り入れは 16:00 まで） 

 ※上記以外の作業は、時間外作業となり次のとおり料金がかかります。 

 出展社（作業者含む）1出展社につき 1時間あたり 10,800 円。（消費税込） 

 時間外作業については届出が必要となり、届出責任者の方にご請求させていただきます。 

③ 搬出 

搬出時も、すべての車両に搬出車両証が必要です。巻末の提出書類【2】で必要枚数をお申し込みください。 
 

9 月 13 日（金）8：00 より待機場所にて整理券を配布します。 

・待機場所で整列していない車両は会場内に乗入れできませんので御注意ください。 

・搬出車両は各待機場所で待機してください。搬出口まで係員が誘導します。 

・運転者の方は必ず 16:30 迄に待機車両へお戻りください。 
 

搬出日時：9月 13 日（金）17:00～22:00（車両の乗り入れは 17:30 予定） 

※ 22:00 迄には、ゴミ、残材も含めて、全て持ち帰れる状態にして下さい。 

※ 17:00 から 17:30 頃までは、電気・エアー・給排水・臨時電話撤去など主催者作業を行うため、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なってください。また、17:00

までは開場中ですので作業は絶対にしないでください。 

※ 搬出優先車両証 

今回の南ホールの搬出は、オリンピック準備工事の影響もあり、非常な混雑が予想されます。 

大きな混乱を防ぐため、優先搬出車両証を 1 社 1 枚（8小間以上は 2枚）発行いたします。 

搬出時には優先車両証をつけた車両を優先して会場近くにご案内いたします。 
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④ 出展物の搬入出取扱 

1.クレーン・フォークリフト等を必要とする場合は、（株）キャップ(P.31)にお申込みになるか、各社でご用意

くださるようお願い致します。 

2.開梱包は割り当て小間内にて行い、通行または他の出展社の妨害にならないように注意して下さい。 

通路上に放置してある物品は会場清掃員に廃品として処理させる事がありますのでご注意下さい。 

3.出展物の展示に際しては、火災、障害などの事故を起こさないように注意して下さい。 

4.会期中の搬入出は開催時間外に、事務局の承認を受けてから行って頂くようお願い致します。 

5.搬入から搬出の全期間を通じ不測の事故発生による損害に備え、出展物に対する保険として「動産総合保険」

に加入することをお勧め致します。 

 

⑤ JITBOX チャーター便 

搬入・搬出の際は、周辺道路が混雑したり、車両を館内に乗り入れるまでに相当の時間がかかることが予想さ

れます。出展社におかれましては、是非、「JITBOX チャーター便」の利用をご検討ください。このサービスは、

ロールボックスパレット（BOX)による輸送サービスです。集荷先から開梱・積替えなしでご指定時間に出展ブ

ースまでお届けいたします。ご希望の出展社は、32ページをご参照ください。 

 

⑥ 宅配便で荷物を送る際の注意事項 

●搬入及び会期中にカタログなど軽量のものを宅配便で会場へ送る際は、下記の通りご記入ください。 

また、送付日は 9月 9日（月）以降に到着するように指定してください。 

●搬出時には、14：00 より所定の場所にて（調整中）宅配カウンターを設置いたします。 

 （宅配カウンター取扱業者：ヤマト運輸 予定） 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1 

東京ビッグサイト 南 3・4ホール  

「自動認識総合展」 

【出展社名】 【小間番号】 

【受取担当者氏名】 

【担当者電話番号（携帯電話等）】 

 ※ブース宛のお荷物はすべて各ブースでの受取りとなります。荷物到着予定時間には必ずブースに 

待機していただきますようお願いいたします。（事務局での受取り代行はしておりません） 

なお、一部の宅配（貸切便除く）は、東京ビッグサイト開催展示会における出展小間への配送を 

取り扱っておりませんのでご注意ください。 

 

⑦ 搬入出業者 

出展に関わる輸送、搬入・搬出に要する費用はすべて出展社の負担となります。 

特に業者の指定はございませんので、出展社の指定する業者に搬入・搬出車両証および作業者シールを渡し、 

作業を依頼してください。 
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5-2 搬入出口のご案内 

 

 

 
 

 

南 3・4 ホール搬入出用スロープの利用規制 

荷崩れ・スリップ等の事故防止のため、以下のことを必ず厳守してください。 

①スロープ通行可能車両は車両総重量 10t までです。（自重+積載重量≦10t） 

②上下車線ともに前の車両がスロープを通過したことを確認した上で通行してください。 
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5-3 会場内荷役作業、外国貨物の展示、輸送サービス 

搬入出作業の円滑化を図るため、主催者では上記場内作業指定業者を常駐させます。 
利用を希望される方は、提出書類【23】｢会場内荷役作業申込書｣に、必要事項を記入の上、8月 22 日（木）まで
に、お申込ください。 
後日、（株）キャップより詳細につきご相談させていただきます。 
※上記業者は、主催者が斡旋するものであり、必ずしも依頼を義務づけているものではありません。 
 

① 会場内荷役基本作業料金（税抜き） 

使用荷役機械 トラック車種 １台当り搬入出料金 

ラフター 
4t 35,000 円 

11t 80,000 円 

フォークリフト 
4t 24,000 円 

11t 45,000 円 

①上記料金は、トラックからの荷卸しから小間内設置、及び、小間内からトラックへの積込みまでの、 

作業員・荷役機械のセット料金です。 

②会場施設の都合、天候異変または出展者の都合により、やむを得ない事由による時間外作業については 

割増料金を別途、協定いたします。 

③作業内容をお打合せいただき、見積りをとってください。 

④会期中の空箱保管サービスのみも対応いたします。（5,000 円/1 ㎥） 

⑤外国貨物についての開梱・梱包及び荷造材料は別途協定いたします。 

 

 

会場内荷役作業のお問合せ先 

（株）キャップ  担当者：大河原 

〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩 4-25-18 

Tel. 03-3695-0623  Fax. 03-3695-3088 E-mail： ookawara@cap1236.co.jp 

 

 

② 外国貨物の展示 
本展示会場は保税展示場ではありません。海外からの展示製品には輸入申告が必要となります。 
輸入申告～会場搬入・設営～撤去・返却まで一貫した取扱いが可能です。 
外国貨物である製品を展示する場合は、ATA カルネを使用して持ち込むようにしてください。 
※ATA カルネ： 
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関税への担保の提出や輸
入申告書の提出の必要はなくなるという、通関簡素化を目指した条約です。 
 

ATA カルネなどの海外からの貨物の手続きに関する質問は下記まで直接お問い合わせください。 

 

 

通関のお問合せ先 

（株）クロザキコーポレーション  担当者：沼間（ぬま） 
〒130-0026 東京都墨田区両国 3-4-6 本所相生町稲葉ビル 3F 

Tel. 03-6659-3662  Fax. 03-6659-3663 
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③ JITBOX チャーター便【ロールボックスパレット（BOX）による輸送サービス】 

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 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 

◎Web からのお申込をお願い致します。 

申込 URL：http://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 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。 

●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：2019 年 8 月 20 日（火） 

◎一括搬入・搬出スケジュール 

集荷：2019 年 9 月 3日（火）～7日（土） 

  搬入：2019 年 9 月 10 日（火） 

  搬出：2019 年 9 月 13 日（金） 

  配達：2019 年 9 月 17 日（火）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。 

※9月 17 日(火)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) 

大積載量：600kg（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 
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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）東京都⇔各地まで運賃（単位：円税別本体価格片道料金）※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 48,000 

関東 

茨城 12,500 

中部 

静岡 14,000 

四国 

徳島 32,800 
道北 45,800 栃木 12,500 愛知 16,200 香川 32,700 
道央 43,900 群馬 12,500 三重 19,500 愛媛 33,100 
道南 42,700 埼玉 10,900 岐阜 17,300 高知 33,100 

北東北 
青森 23,900 千葉 10,900 

関西 

滋賀 19,600 

九州 

沖縄 

福岡 33,500 
秋田 19,700 東京 10,900 京都 19,700 佐賀 37,500 
岩手 19,700 神奈川 10,900 大阪 20,000 長崎 41,200 

南東北 

宮城 17,500 山梨 12,500 兵庫 23,800 熊本 37,500 
山形 19,700 

信越 
新潟 16,200 奈良 19,700 大分 36,700 

福島 19,700 長野 14,000 和歌山 23,800 宮崎 41,200 

  
北陸 

富山 19,500 

中国 

岡山 24,100 鹿児島 41,700 
石川 19,700 広島 28,400 沖縄 55,400 
福井 19,700 山口 32,400   

  鳥取 28,200 
島根 28,600 

※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（税別本体価格片道料金）※ボックス 1本につき 

オプションサービス項目 

①時間外集荷（18 時～20 時のご指定）⇒￥3,000 

②縦持・横持集荷および配達（台車使用しての集荷・配達作業料）⇒￥2,000 

※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（18～20 時配達）⇒￥3,000 

④JIT 指定配達（ご指定時間より１５分前以内のお届け）⇒￥3,000 

⑤フルカバー（封印含む）⇒￥500 

⑥クール料金（冷蔵・冷凍）⇒￥4,000 ※翌日配達地域のみ/展示会場搬入のみ 

 

■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 110×110×200cm/内寸 104×104×170cm 容積 1.8 ㎥ 大積載量 600kg) 

◎損害補償額は、1BOX につき 500 万円が上限となります。 

（補償要件等は、「運送基本契約書」および「標準貨物自動車運送約款」でご確認願います。） 

◎ご依頼主様が事前に指定された集荷場所で、積載済み BOX をお引取りいたします。（積載済み BOX 単位） 

◎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） 

◎特別な付帯作業および運用費用につきましては、別途協議の上、料金を決定いたします。 

◎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。 

◎その他の規約につきましては、「運送基本契約書」および「標準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。 

 

 

《総合受付窓口》 

ヤマトボックスチャーター（株） イベントサイト支店 担当者：山賀、櫻井 

〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11 番 1 号 

Tel：0120-222-739 Fax：0120-888-792 E-mail：y5650281@kuronekoyamato.co.jp 
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④ 「宅急便」搬入・搬出マニュアル 

 

＜搬 入＞ 9 月 9 日（月）・9月 10 日（火）   
 

ブースまで配達いたします。展示会場の搬入につき、指定時間のお約束はできません。 

ご希望のお時間を記載していただいても順次のお届けになりますのでブースにてお待ち下さい。 

お客様不在時にはブースに置かせていただきます。 

配達時にお客様へのご連絡はできませんので、ご了承下さい。 

搬入日が 2日間ございますので受取り日は必ずご記入願います。 

（注）9月 10 日（火）搬入日は物量が多いことが予測されます。弊社での仕分けの都合により、 

9 月 10 日（火）搬入のお荷物は 9 月 6日（金）までには東京ビッグサイト宛に発送下さい。 

寄の宅急便センターにて発送の手配をご相談の上、伝票の受取希望日欄に 

9 月 10 日の日付をご記入の上発送願います。 

遠方から発送されるお客様につきましては、 寄の宅急便センターにて届くまでの日数 

をご確認の上、遅くても受け取りになる前日までには東京に届くように発送願います。 

伝票には必ずホール番号・ブース番号・会社名・ご担当者名を必ずご記入下さい。 

 

＜会期中＞ 9 月 11 日（水）～9月 13 日（金）   
 

ブースまで配達いたします。展示会場の搬入につき、指定時間のお約束はできませんが 

極力お客様のご希望のお時間にお届けできるようにいたします。 

お客様不在時にはブースに置かせていただきます。 

配達時にお客様へのご連絡はできませんので、ご了承下さい。 

 

＜搬 出＞ 9 月 13 日（金）  お荷物はすべてカウンターへの持ち込みをお願い致します。 
 

14：00（予定）から南ホール所定場所（調整中）にて宅急便カウンターを設置いたします。（18:30 迄） 

返送をご希望の出展社さまは、宅急便カウンターにて発送伝票をご用意しておりますので 

カウンターまでおこし下さい。カウンター混雑緩和の為、返送お荷物は原則着払いにて 

お願い致します。お荷物はすべてカウンターへのお持込となります。 

ブースに置かれた荷物につきましては回収されませんのでご注意下さい。 

お荷物の伝票控えにつきましては、後日お問い合わせのものとなりますので必ず上のご依頼主 

控えはお持ち帰りください。 

カウンターにお持込の際には梱包をしていただき、伝票をご記入し貼り付けた上でお持込下さい。 

搬出のお荷物につきましては、しっかりと輸送上問題のないように梱包願います。 

 

＜重要注意事項＞ 
 

★ヤマト便の荷受けできる規格が変更になっております。（詳しくはホームページ参照下さい。） 

 3 辺計 200ｃｍ以上・1梱包 30ｋｇ以上・ 長辺 170ｃｍ以上のものにつきましてはお受けできません。 

★搬出のお荷物につきましては、しっかりと輸送上問題のないように梱包願います。 

★梱包不備のお荷物につきましては、荷受をお断りする場合がございます。破損等があり 

 ましても責任は負いかねますのでご了承下さい。（外装異常の無い破損荷物につきましては、 

 補償いたしかねますので厳重な梱包をお願い致します。） 

★精密機器につきましては、メーカー専用箱での発送のみお取扱いいたします。 

 梱包状態によりましては、お受けできないものもございますのでご了承願います。 

★宅急便規格外のお荷物（3辺合計 160ｃｍ以上または 25ｋｇ以上）につきましては 

 カウンターにて必ずご相談下さい。（サイズによってはお受けできないこともございます） 

★発送は翌日になりますのでご了承願います。 

 

 

【担当店】 

ヤマト運輸株式会社 東京臨海法人営業支店  担当：池上・気賀澤 

〒135-0063 東京都江東区有明 1-6-26 

Tel. 03-3599-1340
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6-1 ブース施工 

① 基本設備 （Ａタイプ ※自動認識総合展、各ゾーン展示 共通） 

◆ 展示小間の基本設備 

基礎小間（オクタノルムシステムパネル） 

・小間の基本設備は、後壁・側壁ともシステムパネルで、主催者側で仕切りを設けます。 

（後壁を取り外すことはできません） 

パネルは白ビニールコーティング合板システムです。 

（パネルの切断、釘打ち、穴あけ、表具等の加工はできません。） 

・パネル等の取り付けは、専用チェーンをご用意いたします。(有料)（両面テープも可能です。） 

・一般小間のシステムパネル設置時の 1小間の大きさは、間口 2.97m×奥行 2.97m×高さ 2.7m(芯々寸法)です。 

・角小間には原則として通路側の側壁を設けません。角小間に壁の設置を希望する場合は事務局までご連絡ください。 

・四方が通路となる独立小間には、原則として壁は設置いたしません。 
 

 

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 ㎜×2,950 ㎜） 

 

 
 

 

2 小間（間口 5,900 ㎜×奥行 2,950 ㎜、角小間は間口 5,920 ㎜×2,950 ㎜） 
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3 小間（間口 8,870 ㎜×奥行 2,950 ㎜、角小間は間口 8,890 ㎜×奥行 2,950 ㎜） 

 
 

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

 
 

4 小間ブロック（間口 5,940 ㎜×5,980 ㎜） 

 
 

 

・その他の小間内装飾（展示台、吊り看板、説明パネル、社名板など）は、それぞれの業者に指定して、出展社

の負担で行ってください。ご希望の出展社には、装飾業者をご紹介させて頂きます。 
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※各ゾーン展示（モバイル＆ウェアラブル、画像認識、センサネットワーク）の 

通路側壁上部に、各ゾーンのロゴ入りのボードを掲示させていただきます。 

（W300mm×H300mm） 

※各ゾーン展示の壁面には、各ゾーンのイメージカラーの帯 

（カッティングシート）を入れさせていただきます。 

各社の装飾で帯が隠れても問題はございません。 

 
 

   
（紫）      （オレンジ）     （黄緑） 

 

◆ 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【3】「装飾施工業者通知書」を 8月 1日（木）までに展示会事務局

へご提出ください。 

 

② Ｂタイプ小間設置概要 

設置要項 １小間＝間口 1.98ｍ×奥行 1.98ｍ×高さ 2.7ｍ 

（側壁は、0.99m までの設置となります。また、角小間の開放面には壁は設置いたしません。） 

基本ディスプレイ 

壁（システムパネル・白）、 

カーペット（ブルー）、 

社名板（統一書体・白地に黒カッティングシート）、 

展示台（W 1.0ｍ×D 1.0ｍ×H 0.9ｍ）×1台、 

LED スポットライト×1個、 

アース付 100V コンセント（2口）、 

500W までの電気幹線工事費（100V 電源） 

500W までの電気使用料 

 

 

 

※ 基本ディスプレイは使用しない場合も料金を差引く事はできません。 

※ 2 小間の場合は、社名板以外のディスプレイがそれぞれ倍になります。 

※ 展示台は、移動可能です。 

 

Ｂタイプにてお申込の方は、巻末の提出書類【12】（Ｂタイプブース詳細申込書）を提出してください。 

基本ディスプレイ以外の設備をご希望の出展社は、巻末の申込書【16･17】にてお申込み下さい。 

 

◆ 基礎小間、B タイプ装飾業者 

展示会事務局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）アドポイント  担当者：鈴木 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-2-1 岩見ビルディング 1F 

Tel. 03-3261-1060  Fax. 03-3261-5345 

E-mail: autoid-2019@adpoint-inc.co.jp 
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③ 装飾工事上の注意 

[1] 小間装飾などの造作物 

あらかじめ工作成型のうえ、組み立てる程度のものとして、会場内の作業は 小限にとどめて頂くようお願い致

します。 

[2] 装飾範囲の制限 

自社ブースの装飾は、ブース内側のみ可能とし、後壁外側および側壁外側の装飾は禁止といたします。 

[3] 装飾の高さ制限 
 

【A タイプ】 
《7 小間以下の出展社》 

 1m セットバックの上、3.6m まで可（それ以外の装飾は 2.7m 以下）。 
 

4 小間ブロック                     4 小間並列 

  

隣

接

小

間 

      

1ｍ    1ｍ      

 1ｍ   

    隣接小間 

 

 1ｍ   

 

 の部分は 2.7ｍ  の部分は 3.6ｍ 
 

 
 

《8 小間以上の出展社》 

 すべての装飾は 5m まで可。 
 ※例外として、隣接小間がある場合は 1m セットバックしてください。 

 ※会場の条件により、変動する場合もございます。 
 

【B タイプ】 
 すべての装飾は 2.7m 以内に収めてください。  
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[4] 通路使用の禁止 

通路上に施設や標示を設けないで下さい。出展各社の展示、装飾（受付台・机・椅子等備品類の設置、看板類[ア

ーチ、バルーン含む]、ライト類、光線）、印刷物の配布等は全て、自社小間内で行って下さい 

※通路での過度な呼び込みや通路に向けたプレゼンは、近隣ブースのご迷惑となりますので、ご遠慮下さい。 

[5] 床工事施工 

機械の据え付け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、事前に届出の必要がありま

す。工事の必要な出展社は提出書類【13】「アンカーボルト施工届」に打設箇所のわかる小間図面 2 部を添付し

て（株）アドポイントにご提出ください。 

展示会終了後に、使用本数に応じたアンカーボルト打設費用を請求いたします。 

1 本あたり 1,620 円（消費税込） 

※注意事項 

①使用できるアンカーボルトは、シールド深さ 60mm、 

口径 16mm 以下の芯棒打込み式アンカーのみです。 

②ピットおよびその周辺部は（ピット端から 

200mm まで）の範囲内は使用できません。 

③会期終了後、アンカーボルトはサンダーなどで 

切断し床面に突起物が残らないようにしてください。 

また、ハンマーでの打ち込み、ガス溶接は禁止します。 

 

■禁止事項 

①規定のアンカーボルト以外（コンクリート釘、 

ドライピット鋲、コンクリートビス、 

ケミカルアンカー、グリップアンカー、 

プラグアンカー等）の打設。 

②掘削、はつり行為 

③ドリル径 17mm を超える穴あけ。 

④塗料等を直接塗ること。 

⑤カーペット等に接着剤を塗布して直接貼ること。 

※展示・装飾に際して、上記アンカーボルト工事以外の会場躯体に対する工事は一切行うことができません。 

違反工事を発見した場合、ただちに作業を中止していただきます。損傷等発生の場合、補修費を含めた 

相応の損害賠償を事務局より請求いたします。 

 

[6] 重量物などの展示制限 

各展示ホールでは施設構造上、重量物展示に際して一部制限がありますので、以下の設置方法及び養生方法を確

認の上、出展物の配置計画をお願いいたします。 

 

■展示ホール床面仕上げ コンクリート直均し 

床耐荷重  1 ㎡あたり 2ｔ 

アンカーボルト打設 可（但し、シールド深さ 60mm・φ16mm 以下のもの） 

 

■展示物の重量制限 

・展示物単体重量を展示物の水平投影面積で割った数値が 2t/㎡を超える展示はできません。 

・展示物単体重量を展示物の接地面積で割った数値が 2t/㎡を超える場合は養生を行ってください。 

・展示物単体重量が 6t を超える場合は当社との事前の協議が必要です。 
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①搬入時の車両制限 

・総重量（自重＋積載重量）が 10t を超える車両はスロープを通行できません。 

・展示ホール内での車両速度は 10km/h 以下です。 
 

②展示物設置時の制限 

・吊り上げクレーンの乗り入れはクレーン付き中型トラック（ユニック等）以下とします。 

・ピット蓋およびその付近には絶対にアウトリガーベースを載せないでください。 

・床面の保護のため、アウトリガーベースは直接床面に置くのではなく、養生をした床面に載せるようにし

てください。 
 

③設置上の制限 

展示物単体重量が 2t 以上 6t 以下の場合は隣り合う展示物との間隔が 3m 以上必要になります。 

 

      
 

④ピット及びその周辺部の制限 

・ピット及びその周辺部（ピット端部から 200ｍｍまで） 

の範囲内で展示物の全重量を支えることや、 

ピット上で集中荷重を受けることは出来ません。 

ただし、1ｔ/㎡以下の荷重は別とします。 

・ピット蓋上にはアウトリガーベースを 

載せないでください。 

 

 

 

 

 

[7] 壁面設置について 

４小間以上のブロック小間・独立小間の装飾では、通路に面する壁面を広範囲で設置すると、通路を挟んだ 

対向小間へ圧迫感を与え展示効果を妨げます。本展では、次のとおり装飾規定を設けます。 

通路に面する箇所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下さい。 

注）独立小間が一辺全面に壁を立てる際には、高さは 1.35m 以下にして下さい。 

ただし、自社小間と会場壁面の間に他の出展小間がない場合は、この限りではございません。 

 

※通路の境界線より 1ｍ以内に立つ壁（または壁に類する物）が対象となります。 
 

※出展物設置注意範囲をカバーするように

補強材の鉄板を設置してください。 
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[8] 防炎処理 

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。 

会期初日に消防署員の査察が行われますので、下記の項目について完全を期してください。 

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上記の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）。 

防災合板に厚い布、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。カーテン・幕類・布紙その他の可燃

性物品を使用する場合、防炎処理済のシールのついた物を使用してください。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。  ※防炎シールは、防炎物品のひとつひとつに付けてください。 

布製品に対する防炎処理は浸漬により行なうため、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。 

③発布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、ナイロンなど）は、防炎性能を

与えることが困難であるため、使用出来ません。 

施工期間および会期中に所轄消防署による査察が行われます。防炎表示のない対象物品（アクリル・プラスチ

ックダンボール含む）は撤去を命じられる場合がありますので、ご出展者および工事関係者の方々のご協力を

お願いします。  ※透明素材のポリカーボネートは製品によっては防炎認定を取得したものもあります。 

防炎ラベル見本 

防炎合板およびカーテンおよび布類 防炎カーペット 防炎合板 難燃合板 
 

 

 

 
  

 

[9] 装飾残材は必ず持ち帰るようお願い致します。会場及び会場周辺には廃棄できません。 

[10] 搬入出時は、会場内が非常に混雑しますので、危険のないように作業を行って下さい。 

[11] 小間の天井装飾、屋根付展示物の設置 

小間内に天井構造物を設置する場合は、以下の条件において消防設備（煙感知器、補助散水栓等）の設置が

必要となる場合があります。ただし 50 ㎡を超える天井は原則施工できません。 

◎感知障害…奥行き 5m を超える天井構造物（煙感知器の設置） 

◎散水障害…幅 1.2m 以上の天井構造物（補助散水栓の設置） 

◎上記の条件以外でも構造により、消防設備の設置が必要となる場合があります。 

天井構造物を設置する出展者は、8月 3日（金）までに下記書類を展示会事務局までご提出ください。 

消防署への届出は事務局にて一括して行います。 

①天井面積がわかる小間内施工平面図、②立面図および天井構造詳細図（消防設備などが記載されたもの） 

③天井部分の材質仕様書 
※提出期限を過ぎて申請があった場合、消防署の許可が間に合わない場合がありますのでご注意ください。 

※現場にて装飾物が、事前に申請なく上記の注意事項に違反していた場合、装飾物を撤去、変更していただきますのでご注意ください。 

[12] 小間を 2 階建構造にすることは原則できません。 

[13] 装飾物を天井から吊り下げることはできません。 

[14] 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。 

[15] 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。 

[16] 小間内床面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。 

[17] 小間造作およ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。 

[18] 消火栓、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知器、誘導灯などの防炎設備の周辺及び点検口周辺は、展示

物・装飾品などでふさがないでください。また、その付近には使用の際に障害となる展示品や造作物、その他の物

品を置かないでください。 
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④ 電気供給 

展示場内は天井に LED 灯照明が取り付けてあり、これを点灯して一般照明とします。 

場内の照度は 400 ルクス以上となります。 

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。 

電気供給方式電力供給方式は、下記の通りです。 

交流単相 100 ボルト 50 ヘルツ 

交流単相 200 ボルト 50 ヘルツ 

交流３相 200 ボルト 50 ヘルツ 
 
[1]申し込み手続き 

電気供給を必要とする出展社は【4】「電気・電力工事申込書」を飯田電機工業に、8月 1日（木）までにご提出

ください。 

期日までにお申し込みのない場合、所要電力計画に折り込めませんので、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 

展示会事務局では、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

置は必ず電灯・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は 1ケ所です。) 
 
●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 9,720 円とし、電気使用料金とあわせて出展社負担と

なります。 
 

申込容量（kW） 幹線工事費 

 0～1 9,720 円 

 1.01～2 19,440 円 

 2.01～3 29,160 円 
 
●電気使用料金（消費税込） 

出展社からの電灯・電力工事申込書により、展示会事務局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社において施工するものとし、その費用も出展社の負担になりま

す。申請１ｋＷにつき通電期間中（後述の供給時間）1,188 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 

                     責任分界点 

 

 幹線工事業者施工一次配線  

 

   出展社施工二次配線     

 

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  

 

 

  

以降同様に 1kW 毎に 9,720 円加算されます。 

S 

S 
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●電気供給時間 

会期中の電気の供給時間は、開場 30 分前から閉場後 30 分までとします。 

但し、 終日のみ閉場時間までとします。 
 

9 月 9 日（月） 送電はございません 

9 月 10 日（火） 9:00～18:00 

9 月 11 日（水） 8:30～17:30 

9 月 12 日（木） 8:30～17:30 

9 月 13 日（金） 8:30～17:15 

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社に請求させていただきます。 
 

[3]小間内電気工事 

出展社が行う小間内電気工事については、事務局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。 

電気用品安全法の適用を受ける電気用品および材料は、通商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。 

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

電線を保護材でカバーしてください。 

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、展示会

事務局はその責任を負いかねますので、出展社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、事務局指定幹線工事業者の電気保守要員が、会場事務局に常駐しております。小間内の小さな事故で

も、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、下記指定業者が展示会事務局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、展示会事務局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） イベント事業本部 担当者：太田・永沼 

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-8-21 

Tel.03-3521-3522    Fax.03-3521-3524 

E-mail : autoid2019@iidae.co.jp 
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⑤ 消防関係（危険物の取扱い） 

[1]喫煙について（会場内はすべて禁煙） 

小間内は禁煙とします。喫煙は、指定された喫煙場所でのみ行ってください。 

また、会場施設も所定の喫煙所を除き、すべて禁煙となっております。 
 
[2]裸火・危険物の持ち込み 

展示会場内で火気を使用したり、危険物（油類、裸火、プロパンガス、大量のマッチなど）を持ち込むことは、

消防法規により原則として禁止されております。 

【会場内で使用・持ち込みが禁止な物】 

① 10cm を超える火花の使用。 

② 水素ガス等（水素、アセチレン、メタン等 液化が困難な可燃性ガス）の持ち込み。 

【上記以外の火気使用や危険物の持ち込みについて】 

展示会場内での裸火の使用、又は危険物の持ち込みは、該当書類に所定の事項を記入し、深川消防署に申請し

「禁止行為解除承認」を受け、次の①～⑥の条件を遵守のうえ、初めて実演することができます。 

① 実演に使用する危険物は、1日ごとに使用量を持ち込むこと。 

② 裸火を使用する台および周囲は、金属以外の不燃材料で被覆すること。 

③ 付近における火気の使用を禁止すること。 

④ 容器に注意し、転倒破損、流失などをさせないこと。 

⑤ 消火器を備え、かつ表示すること。 

⑥ 火花を発生する施設については、周囲の可燃物を除去するとともに、観客に危害を及ぼさないように保

護策を施すこと。 
 
危険物の種類（第 4類、内蔵用オイル含む）は、次の通りです。 

第一石油類（ガソリン、シンナーなど） 

第二石油類（灯油、軽油、溶剤、インキ、フラックスなど） 

第三石油類（Ａ重油、マシン油など） 

第四石油類（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） 

動物性油類（食用油など） 

その他火気／危険物品例 

潤滑油、テレピン油、ベンゾール、クロール、エンジンオイル、濃硫酸、プロパンガス、 

高圧ガス、シンナー、フロンガス、炭酸ガス、アルゴンガス、大量マッチ、セルロイド類、 

アンモニア、印刷機などのインク洗浄液、スプレー類、劇毒薬、可燃性ガス 

注意事項 

次の①～⑩の注意事項を遵守してください。 

①洗浄油、潤滑油など油性など危険物の会場持ち込みは、届出量を限度とし、1日ごとに使用量のみを持ち込ん

でください。 

②実演に使用しない可燃物の入った缶やチューブなどは、中抜きをして展示してください。 

③危険物については、出展社が小間内で安全に保管し、常に保管責任者を置いてください。 

④保管には、浸濡、揮発などの引火、着火の危険が無いように厳重に注意を払ってください。 

⑤危険物品取扱場所は常に清掃し、不用意に可燃物を置かないでください。 

⑥空缶は必ず持ち帰り、小間内に置かないでください。 

⑦準備期間中に使用した塗料、シンナー、スプレー類は、使用後速やかに撤去し、館内に放置しないでください。 

⑧消火器は危険物の側に必ず設置してください。 

⑨届出以外の危険物および裸火を使用しないでください。 

⑩①～⑨の他、消防署の必要と認める予防措置を適宜、施してください。 

※以上のことが守られていない場合には、消防法令違反により、実演の中止や展示物の撤去が命ぜ 

  られますのでご注意ください。 

 

[3]提出書類 

裸火・油類などの危険物を出展または使用される場合【14】「火気・危険物品持込許可申請書」にご記入のうえ、

仕様書・カタログ・安全データシートを２部添えて、8月 1日（木）までに提出してください。 

展示会事務局で一括して消防署の承認を受けます。 
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6-2 デモ実施規定 

① ステージ・大型モニターのセットバック 

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は、即日でのブース再設計やステージプレゼンの中止していただく場合もあります。 

 

② 音量規定及び、スピーカー設置方法規定 

スピーカー等の音響機器を用いて出展物等のデモンストレーションを行う場合は、他の出展者や来場者に迷惑を

かけないようにご留意ください。過度の音量は、緊急時の一斉放送の障害にもなりますので、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上げます。また、生演奏は禁止させていただきます。 

※音量の目安：高さ 1m、ブースより 1m 離れた位置で、75 デシベル以下としてください。 

 

通路に向けて音響機器を設置することはできません。通路に対して正面より内側に向けて設置してください。 

小間内の壁面や柱に音響機器を設置する場合、音響機器の向きは垂直下方に 45 度以内に設定してください。 

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




