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1はじめに

農林水産省では、農林水産・食品分野で日本有数の規模となる「アグリビジネス創出フェア」を

過去3回開催してきました。

今年度は従来の開催方式にとらわれず、新規出展者と新規来場者の大幅な層化を図り、

出展された方々と来場された方々の双方にとって、よりメリットを感じていただけるような技術交流展示会を

目指します。今後、広報活動なども積極的に実施していく予定です。

皆様が持つ研究成果や技術の事業化など、新たなビジネスチャンスの創出を実現するパートナーとの

出会いの場として、ぜひこの『アグリビジネス創出フェア2007』をご活用下さい。

この出展ガイドには、皆様の出展準備から開催終了までの必要項目が記載されています。

本誌の内容をご理解いただき、円滑な準備にご協力いただければと思います。

なお、ご不明点などはお気軽に事務局までお問い合わせ下さい。

：アグリビジネス創出フェア2007

：平成19年11月27日（火）・28日（水） 10：00～17：00

：東京国際フォーラム 展示ホール（地下2階） 東京都千代田区丸の内3-5-1

：農林水産省

：（独）農業・食品産業技術総合研究機構、（独）農業生物資源研究所

（独）農業環境技術研究所、（独）国際農林水産業研究センター、（独）森林総合

研究所、（独）水産総合研究センター、（独）家畜改良センター、（独）水産大学校、

（独）科学技術振興機構、（社）農林水産先端技術産業振興センター、（社）農林

水産技術情報協会、（社）日本経済団体連合会、（財）食品産業センター、農林

漁業金融公庫、全国農学系学部長会議、日経バイオテク、日本食糧新聞社

日本農業新聞、フジサンケイ ビジネスアイ ほか

名 称

会 期

場 所

主 催

後 援 （ 予 定 ）

はじめに

開催概要

事務局

：164-0011 東京都中野区中央2-37-6 第7新栄ビル2F所 在 地

T E L

F A X

E - m a i l

U R L

：03-5925-3803

：03-5925-2703

：http://www.agribiz.jp/

：ａｇｒｉｂｉｚ-info@seeds-grp.co.jp



2会場内図面例

会 場 面 積

天 井 高

搬 入 出 口

床 工 事

床 耐 過 重

照 度

：5,000㎡

：9m

：幅4.0m×高さ3.1m（ドア開放時：幅3.6m×高さ3.0m

：アンカーボルト使用禁止（床面エポキシ樹脂塗装仕上）

：1t/㎡（ピット上は360kg/㎡）

※展示物単体の重量が10tを超えるもの、展示単体の従y労を展示物で割った数値が

均等過重で1t/㎡を超える物に関しては持ち込み禁止とさせていただきます。

（重量物などの持ち込みは別途ご相談ください）

：750ルクス

※会場内の配置は一例です。出展者数が決定次第、正式な配置図面を作成いたします。
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出展の手引き

この手引きでは、

「アグリビジネス創出フェア2007」に

ご出展いただくみなさまに、

来場者や他の出展者とより有意義な交流を行って

いただくための方法をご紹介します。

この手引きでは、

「アグリビジネス創出フェア2007」に

ご出展いただくみなさまに、

来場者や他の出展者とより有意義な交流を行って

いただくための方法をご紹介します。



5出展の手引き

出展する研究成果や技術などのメリットを、効果的に来場者（及び他の出展者）に伝え、

首尾よくビジネスマッチングにつなげていくためには以下の３つのステップが不可欠です。

① 注目を惹きつける

「展示」の工夫・活用

② アプローチ・説明

「人員」の活用

③ アフターフォロー

名刺・パンフレット・Web等の活用

【出展～マッチング成功までの３つのステップ】【出展～マッチング成功までの３つのステップ】
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【ブースへの装飾次第で注目度を上げることも可能】

※画像は2006年度出展者のものです

出展の手引き

注目を惹きつける～「展示」の工夫・活用

展示を行う場合、多くのブースの中から来場者の注目を惹くための工夫が不可欠です。

その為に、出品物の特徴を上手く説明できるような展示や装飾を行っていただくことが重要です。

実物の展示や実演を積極的に行う

来場者の注目を集め、かつ出品物の特徴を伝える最も効果的な方法は、実物の展示や実演を行うことです。

試食や試飲なども効果的な方法のひとつです。

研究成果の出品の場合も、実用化後のイメージや効果を示すなど、できるだけ工夫した展示をするよう心がけることが

重要です。（パネルのみの展示などは好ましくありません）

装飾を工夫する

また、「昇り旗」やポスター、その他の装飾の活用などで注目度を上げることも効果的です。

【実物を展示することで注目度もアップ】

※画像は2006年度出展者のものです

【その他のヒント】【その他のヒント】

■試食品の展示で注目度アップ■試食品の展示で注目度アップ
■大きいものはそれだけ人目を

惹きます

■大きいものはそれだけ人目を
惹きます

■給排水設備を利用すれば
水槽なども展示可能

■給排水設備を利用すれば
水槽なども展示可能

■とにかく注目を集めることが大切■とにかく注目を集めることが大切 ■まるで奥に続いているような装飾も■まるで奥に続いているような装飾も

■映像装置などは事務局にて有料レンタルを行っていますので、持込が困難な出展者の方はご利用下さい。

■映像の活用も効果的■映像の活用も効果的

■インターネット回線を小間内に準備することも可能です。（有料）

■給排水、大きな電気容量、指定危険物や火気を伴う実演なども、一度事務局にご相談下さい。
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アプローチ・説明～「人員」の活用

「アグリビジネス創出フェア」は文字通り「出会いの場」ですので、人と人との結びつき無くして

マッチングは生まれません。マンパワーを最大限に活用して一つでも多くの出会いを実現して下さい。

小間内への説明員の常駐

マッチング機会を損失しないために、小間内にはできる限り１名以上の説明員を常駐させるようにして下さい。

(収集した名刺に関わる個人情報保護や、その他小間の管理の観点からも、小間が無人となることは極力避けて下さい）

事情により出展期間中の人員確保が難しい出展者に関しては、事務局にて有料で人員の手配（イベントコンパニオンなど）
を行っています。

【マンパワーを有効に活用して来場者へ効果的なアプローチを】

来場者への積極的なアプローチ

来場者に対しては、出展者から積極的なアプローチを心がけていただくことが重要です。

小間内への誘引、サンプル（食品を含む）の配布、パンフレットや資料の配布などが効果的な方法の例です。

（※実施に当たっては出展規定に準じ、隣接した出展者への影響についてもご考慮下さい）

※画像は2006年度出展者のものです

■イベントコンパニオンなどを活用すると
お声がけと説明が分担できて便利

■イベントコンパニオンなどを活用すると
お声がけと説明が分担できて便利

■来場者への積極的なお声がけや
サンプルの配布が効果的

■来場者への積極的なお声がけや
サンプルの配布が効果的

【その他のヒント】【その他のヒント】

■人員手配依頼などについては、出展規定をご覧下さい。（独自に手配していただいても結構です）

■共用セミナースペースの利用については、出展申込時に併せてお申込下さい。
（後ほど事務局へ直接お問い合わせいただいても結構です）

■希望する出展者には共用セミナー
スペースにてプレゼンテーションを
行っていただけます

■希望する出展者には共用セミナー
スペースにてプレゼンテーションを
行っていただけます

共用セミナースペースの活用

希望される出展者には無料で、共用セミナースペースにおいて、技術シーズに関するプレゼンテーションを行っていただく

ことができます。

自社のプレゼンテーションを行う場合の集客や告知、予約などを予めしておくなど、準備を行ってからの実施がより

効果的なのは言うまでもありません。



8出展の手引き

アフターフォロー～名刺・パンフレット・Web等の活用

積極的な名刺交換

後日、連絡を取り合うためには、接客/説明後に積極的に名刺交換を行うことが効果的です。

資料やパンフレットの活用

来場者は限られた時間でフェア会場内を回らなければいけませんので、とりあえず資料だけを収集し、後日内容を

吟味するケースが少なくありません。また、来場者が決裁権限を保有していないケースもあります。

そのような場合に備え、来場者に配布できる資料を用意（もしくは作成）しておくことが重要になってきます。

【その他のヒント】【その他のヒント】

■記名受けやカタログスタンドなども、事務局にてご用意いたしますのでご活用下さい。（有料）

■公式Webサイトの「Web出展」は、画像のアップロードなども可能としますので、積極的にご活用下さい。

公式Webサイトの有効活用

本フェアの公式Webサイトは本年度中（2008年3月31日まで）ご活用いただけます。

特に「Web出展」のページでは、出展内容を出展者が自由に更新していただけますので、フェアの会期終了後も

情報発信の場として積極的にご利用下さい。

フェア当日に出会った来場者を、ビジネスや共同研究の「パートナー」にしていくためには

フェア終了後のアフターケアが重要となります。フェアは２日間ですが、その後の時間を有効に使って

パートナーを確実にお探し下さい。



出展規定

出展規定は

安全でスムーズなフェアを実現するために、

会場使用規定に沿って定めるものです。

出展者の方は必ず目を通していただき、

お守りいただくようにお願いいたします。

出展規定は

安全でスムーズなフェアを実現するために、

会場使用規定に沿って定めるものです。

出展者の方は必ず目を通していただき、

お守りいただくようにお願いいたします。



10出展規定

主催者および事務局は「アグリビジネス創出フェア2007」実施に当たり、以下の役割を担います。

０-a．主催者側の役割

０．主催者側の役割と免責

主催者は催事の業務を円滑に実行するため、「アグリビジネス創出フェア2007」出展規定に記載の無い

事項について、新たな規定の追加や変更を行うことがあります。

出展者が出展規定に違反した場合は、主催者はその出展者に出展の取り止めを求める場合があります。

また主催者は準備から撤去までの全期間を通じ、警備会社に警備を委託するなどフェアの保全に努め

ますが、展示品の破損、紛失、盗難などに関する責任を負いません。

０-b．免責

主催者は天災その他の不可抗力の原因により会期を変更、又は開催の中止をする場合があります。

また、主催者が事前に中止を決定した場合は、各出展者において発生した経費をお支払いすることはできませんので

ご了承ください。

０-c．開催の変更および中止

全ての出展者は、本出展規定を承認したものとします。

０-d．出展規定の承認

・ 「アグリビジネス創出フェア2007」の企画運営

・会場共用部および標準小間の準備設営

・会場全体の安全管理・警備

・各出展者への小間の提供

・各出展者への情報管理・情報提供・連絡調整

・各出展者への準備協力（一部有料）

・来場者誘致に関わる広報・宣伝

・来場者サービスに関わる業務（誘導・案内）

・公式Webサイトの運営



11出展規定

各出展者が持っている農林水産・食品産業に関した研究成果・技術・製品を含む「技術シーズ」を紹介することで、

技術の実用化や製品化、共同研究者の募集、販売ルートの開拓、資金の調達、産学官関係者との交流など、

ビジネスマッチングを実現するための「パートナー」を得ることを目的とした出展を募集します。

※本フェアの趣旨および目的に沿わない場合、出展の取り止めをお願いすることもあり得ます。

１-a．出展の募集対象分野

出展者は、出展目的に沿った研究成果や技術、製品を下記の方法において紹介することができます。

・実物および模型の展示

・研究内容等を紹介したパネルや映像、資料の展示

・技術・製品の実演を伴うデモンストレーション

・小間内でのプレゼンテーション

・チラシ（資料）やサンプル（試飲・試食を含む）の配布

・資料などの配布

・アンケートの取得（個人情報などの取り扱いについては出展者の責任で管理して下さい）

・その他主催者が許可する行為、品目

・共用セミナースペースでのプレゼンテーション（詳細は後述）

１-b．出展可能品目、行為

１．出展の分野など

以下のような展示または行為はお断りいたします。

・農林水産・畜産・食品産業分野と関わりが無い研究成果や技術、製品の紹介

・ビジネスマッチングに関わりの無い商品の紹介

・現金またはその他の手段による、直接販売

・試飲・試食目的以外の飲食サービスの提供

１-c．注意事項

◎農業 ◎畜産 ◎林業 ◎水産業 ◎食品 ◎医薬・医療

◎種苗・肥料 ◎機械・土木 ◎バイオマス ◎検査・評価 など

出展を募集する技術分野

◎技術の実用化/製品化/普及 ◎共同研究/改良

◎販売ルート開拓/売上高アップ ◎コスト削減・収益性向上

◎資金確保 ◎特許出願 ◎企業技術力のPR ◎その他

期待できる出展成果（マッチング成果）
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無料にて主催者側が提供する範囲（基礎小間）は以下のとおりです。

基礎小間の仕様は次項をご参照下さい。

２-a．無料での提供範囲

２．出展に関わる費用

・システムパネルにて区切られたスペース

・出展品目のカテゴリーを表示する小間表示看板

・パラペットへの出展者の社名・団体名・機関名などの表記

・電源（一次側幹線工事料金・使用電気料金含む）

・パッケージブース（AもしくはB）に含まれる設備

・共有セミナースペースによるプレゼンテーション（希望出展者のみ）

・公式Webサイトへの情報記載（自由に更新が可能）

２-c．有料オプション

２-b．出展者による費用負担

希望する出展者に対して、主催者は下記の品目を有料にて受付けます。（詳細は後述）

・展示に必要な各種リース品

・給排水設備

・インターネット回線

・ブース運営に必要な要員（男女運営スタッフ）

・その他追加事項など

以下の事項に関しては出展者側の費用負担とします。

・出展物、資料その他の準備に関わる費用

・出展物、資料その他の搬入・搬出および小間内の装飾に関わる費用

・出品物の特許出願に関する費用

・本番当日、説明会時などにおける移動宿泊費など

・会場設備・備品および他の出展者の展示物への破損紛失弁償費用

・出展物などによる対人障害への賠償費用

・出展品や対人障害などの保険料

・放置された残材、ゴミなどの処分費用
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３-１．出展小間の仕様

基礎小間の使用は以下の通りです（ ：W2,970mm×D1,980mm×H2,700mm）。

また、一部の備品をセットしたパッケージタイプを選択することも可能です（無料）。

３-１-a．基礎小間

a)小間仕切りパネル（角小間の場合は、通路側のサイドパネルは付きません）
b)パラペット H300
c)社名板 W1200×H200（ゴシックスミ文字） 1社に付き1枚
d)小間表示看板 W300×H300
e)スポットライト（100W） 2灯/1小間につき
f)コンセント 2口（300W分）/1小間につき

基礎小間に加えて
g）受付カウンター W900 1台

基礎小間に加えて
h)テーブル W1800×D450（白布付） 1台
i)パイプイス 2脚

パッケージAタイプ パッケージBタイプ
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３-１-b．小間表示看板

◎農業 ◎畜産 ◎林業 ◎水産業 ◎食品 ◎医薬・医療

◎種苗・肥料 ◎機械・土木 ◎バイオマス ◎検査・評価 ◎その他

各小間の間仕切り部分に小間表示看板を設置します。

表記するカテゴリー分けの例は以下の通りです。

基礎小間を２小間以上希望する出展者の方は申込書に記入の上、事務局にご相談下さい。

※他の出展者の申込状況などによってはご希望に添えない場合がございます。

３-１-c．２小間以上を希望される場合

カテゴリー例
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３-２．ブースについての注意事項

３-２-a．ブースパネルの取扱

ブースを構成するシステム部材は全てリース品です。お取扱は下記の注意事項をお守り下さい。

また、破壊や著しい汚損については弁償していただく場合もありまのでご注意下さい。

・パネルおよび支柱に釘や画鋲などを直接打ち込むことはできません。

・パネル壁面は強度が充分ではありませんので、ものを立てかけたりせず、展示物や装飾物は自立構造として下さい。

・ポスター類は、説明パネルなどをパネルに直接貼り付けるときは、オプション品のパネルフック、両面テープ

（布製のもの）、マジックテープ、セロハンテープなどをお使い下さい。

なお、重量物を貼り付けることはできません。

・装飾などを行った場合は、撤去時に全て原状復帰を行って下さい。

３-２-b．その他装飾について

その他ブース内を装飾するに当たり、以下の注意事項をお守り下さい。

・ブース内装飾を、独自に装飾施工業者に依頼する場合は、10月26日（金）までに、事務局へ届出を

行って下さい（様式あり）。

・また、事務局へオリジナル装飾の施工依頼（有料）をする場合は、別途お見積もりをいたしますので事務局

へご相談下さい（様式あり）。

注意事項

装飾業者による装飾

・ブースの敷地より外の通路に、装飾や展示物を配置することはできません。

・原則として、システムブースより高い（2,700mm）建造物や装飾は設けることができません。

・会場の床面へのアンカーボルトの打ち込みなどは全面的に禁止です。

・天井のある構造物は消防法により基本的に禁止です。但し、遮光などの措置を施す必要がある場合は、

事務局までお問い合わせ下さい。

装飾における注意事項
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４-１．有料オプション品目リスト

1 受付カウンター

W900×D450×H800

¥6,300¥6,300

2 ユニットカウンター
（中棚付）

W1200×D600×H800

¥12,600¥12,600

3 会議テーブル

A：W1800×D450×H730
B：W1800×D600×H730

¥3,675¥3,675

4 角テーブル１

W1200×D750×H685

¥6,825¥6,825

5 角テーブル２

¥3,150¥3,150

W600×D600×H600

6 ミーティングセット（白）

¥10,500/組¥10,500/組

7 カフェセット 8 カタログスタンド

¥5,775¥5,775

9 パイプイス

¥630¥630

10 カウンターチェア

¥18,900/組¥18,900/組

W250×D550×H1200
A４版型（12段）

11 ハンガーラック 12 ハンガー 13 パネルスタンド 14 クリーンボックス 15 貴名受

¥1,575/個¥1,575/個¥157/個¥157/個

A１まで対応W95×D450

¥3,150¥3,150

16 モニターセット 17 プラズマディスプレイ 18 DVD/VHSデッキ 19 各種植栽

共にオートリピート機能付ラック・スピーカー付き ラック・スピーカー付き

DVDデッキ ¥26,250DVDデッキ ¥26,250

VHSデッキ ¥21,000VHSデッキ ¥21,000
大鉢 ¥3,675大鉢 ¥3,675
中鉢 ¥2,625中鉢 ¥2,625
小鉢 ¥1,260小鉢 ¥1,260

20 白布（幅900）

¥630/m¥630/m

21

（パネル吊下用）（パネル吊下用）

S菅・チェーン

¥525/2本1組¥525/2本1組

※パッケージタイプを選択した場合、 受付カウンターまたは、 会議テーブルＡ（パイプイス２脚含む）いずれか１台分は

無料となります。

※その他、展示台、各種備品が必要な場合は、個別に事務局までご相談下さい。

40inc40inc（（44：：33）） ¥¥157,500157,500

50inc50inc（（1616：：99）） ¥¥189,000189,000

21inc 21inc ¥¥21,00021,000

29inc 29inc ¥¥36,75036,750

¥3,150¥¥5,7755,775

¥¥3,675/3,675/脚脚

１ ３
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４-２．ブース内カーペット

希望する出展者には有料にて、ブース内にパンチカーペットの敷設を行います。

希望する出展者は10月26日（金）までに事務局にお申込下さい（様式あり）。

４-２-a．ブース内のカーペット

４-２-b．カーペット見本

RF253

RF156

RF459

RF451

RF455

RF452

RF555

RF153

RF152

RF165

RF151

RF559

RF558

RF659

RF651

RF665

RF254

RF262

RF354

RF355

RF358
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５-a．出展物の知的財産保護

５．出展物などにおける規定

出展する研究成果・技術・製品について特許出願の予定がある場合は、出展公表前に必ずあらかじめ特許出願等の

手続きを行って下さい。

研究成果・技術・製品の出展やWebへの記載によって発生する知的財産の侵害、それに伴うあらゆる損失または

損害について、主催者や事務局は責任を負いません。

５-b．出展物の管理

主催者・事務居は警備員を配置するなど、会場の保全・管理などに最善の注意を払いますが、出品物の保護に

ついては出展者自身で行って下さい。

また、盗難・紛失・破損などの事故やあらゆる原因から生ずる損失または損害について、主催者や事務局は責任を

負いません。

５-ｃ．損害賠償

自己又はその代理人の不注意などによって会場設備、他の出展者の所有物、人身等に対する損害が発生した

場合、出展者に賠償していただくことになります。
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６-a．防炎処理

６．火気/危険物についての規定

６-b．火気/危険物に関する禁止行為

A ：特別装飾に使用する合板・繊維版および昇り旗、幕類、造花、布、紙、カーペットその他などの

使用物品は、防炎性能を有するものしか使用できません。また、防炎性能を有する表示を見やすい箇所に縫い付け、

貼り付け、下げ札などの方法により取り付けて下さい。

B ：綿花類、木毛、かんなくず、布くず、糸類、わら類など、可燃性物品の展示を一定量行う場合は、別途

会場である東京国際フォーラムの規定に従った届出ならびに防災処理が必要となりますので、事務局にご相談下さい。

東京都火災予防条例により、展示会場内において、下記の行為は禁止されています。

A ：喫煙（会場内は小間内、共用スペースを問わず、全面禁煙とします）

B ：裸火の使用（裸火とは、電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプなど、火花、炎を発生させる装置又は

発熱部が露出し物を指します）

Ｃ：危険物の持ち込み

・酸化性固体（塩素酸塩類など）

・可燃性固体（硫化りん、マグネシウムなど）

・自然発火性物質・禁水性物質（カリウム・ナトリウムなど）

・引火性液体（灯油、ガソリンなど）

・自己反応性物質（有機過酸化物、ニトロ化合物など）

・酸化性液体（過塩素酸、過酸化水素など）

Ｄ：防災上、支障を生じる造作など（原則として天井構造を造作することはできません）

小間内での行為および展示が、上記の（６-b．禁止行為 C～D）のいずれかに該当する場合、事例ごとの承認要件を

持って必要最小限の範囲に限り、認められる場合があります。

解除を必要とする出展者は、10月26日（金）までに事務局へ申請を行って下さい（様式あり）。

※使用する器具などのカタログ（無い場合は詳細のわかる書類）を２部添付して下さい。

※小間図面（実演場所、危険物設置場所を明示）

※内容によっては消防署及び会場である東京国際フォーラムより、許可が下りない場合があります。

試食品の加工などで加熱が必要な場合は、IH調理器や電子レンジを使用してください。

（IH調理器や電子レンジは申請が必要ありません）

加熱処理が必要な場合

禁止行為の例外
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７-a．電気供給について

７．電気/給排水/インターネット回線の申込

７-b．給排水

７-ｃ．インターネット回線

・小間内への電気供給については、特に指定の無い限り、単相交流（50Hz）100Ｖ 0.5kwを平行コンセント2口を出す

形で行います。（無料）

・小間内配線などの二次側工事は出展者で行って下さい。

・全ての出展者は、小間内で必要な電気量を計算し、10月26日（金）までに事務局へお申込下さい（様式あり）。

・また、二次側工事を事務局に依頼する場合も、同様に10月26日（金）までに事務局へお申込下さい（様式あり）。

小間内で給排水が必要な出展者は、10月26日（金）までに事務局へお申込下さい（様式あり）。

詳細や金額は追って事務局よりご連絡申し上げます。

小間内でインターネット回線が必要な出展者は、10月26日（金）までに事務局へお申込下さい（様式あり）。

高速インターネット（最大100Ｍｂｐｓ）接続が可能な専用回線をブースにご用意いたします。（¥80,000-/期間中）

・ＬＡＮケーブル（100ＢＡＳＥ-Ｔ、ストレート）1本をブース内に付設いたします。

・プロバイダー（OCN）契約も含まれていますので、基本的にはLANケーブルを差すだけでご利用いただける設定です。

・ＬＡＮカード、ＬＡＮボード、分配のためのＨＵＢなどは各出展者でご用意下さい。

・ブロードバンドルータは東京国際フォーラムが管理します。設定が必要な場合は事務局までお申し出下さい。

電源供給量の追加

・26日（月） 15：00～20：00

・27日（火）、28日（水） 8：30～17：30

主催者による二次側工事

出展者側で二次側工事を行う場合は、下記の注意事項をお守り下さい。

・全ての工事は会期前日までに完了して下さい。会期中の電気配線工事は一切できません。

・分電盤の主幹には、必ず漏電ブレーカーを使用して下さい。

・小間内での電気事故などは速やかに事務局へご連絡下さい。

・電気工事を行うものは、電気工事士法に基づく第一種電気工事士免状を携帯して下さい。

小間内への送電時間

・0.5kw以上の電源供給が必要な出展者については、工事の追加料金をご負担いただきます。

（10,050円/0.5kw以上1ｋｗごと)



21出展規定

８-a．試食・試飲・食品の配布など

８．食品取扱に関する注意事項

出展者は、「アグリビジネス創出フェア2007」の目的に沿った範囲内に於いて、ブース内での試食・試飲および食品の

配布を行うことができます。

なお、試飲・試食目的以外の飲食サービスを提供することはできません。

８-d．試飲・試食実施の申請

試食・試飲および食品の配布を行う出展者は、保健所への申請が必要となるため、予定している出展者は

10月26日（金）までに事務局へ申請を行って下さい（様式あり）。

なお、完全包装された保存性の飲食物を、開封せずに配布する場合は試飲・試食には当たりませんので、申請は

必要ありません。（缶入り飲料をフタを空けない状態で配布する場合など：但し配布することができるのは『食品関係

営業許可』を得ている工場等で製造した、指定の表示が添付された物品に限ります。）

８-e．衛生管理に関する設備

・試飲・試食を行う食品の提供形態によっては、保存のために小間内に冷蔵庫もしくは冷凍庫の設置が必要となる

場合があります。

・試飲・試食を行う食品の提供形態によっては、保健所の指導により以下の設備が必要となることがあります。

（条件によっては事務局が別途用意する、共同の衛生設備で代用することができます）

なお以下の設備は事前申請により、ブース内の工事は主催者にて行います。

流 し

手 洗 い

消 毒 設 備

：給排水完備で45cm×26cm以上

：給排水完備で36cm×28cm以上

：逆性石鹸液等の、手洗い消毒液を入れておくこと

・

・

・

８-b．試食・試飲の定義

試飲・試食とは、展示又は紹介している出品物を、その場で一定量以下の条件で飲食させる行為を指します。

一定量とは、液体であれば30cc以下、固形物であれば30～50g以下を目安にして下さい。

８-c．試食・試飲についての禁止行為

・刺身、生クリームなど生の食材を試食させることはできません。

・加熱済みの肉類などであっても、会場内でカットすることはできません。カット・加工済みの食品を持ち込んでください。

・その場で調理が必要なものは原則として試飲・試食させることはできません。

（該当する出展者は、事務局にご相談下さい）

・試飲・試食させることができるのは、『食品関係営業許可』を得ている工場や店舗で加工済みの食品に限ります。

（研究所内などで加工した飲食物は試食・試飲として提供することはできません）
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９-a．搬入について

９．前日準備・荷物の運搬/搬入出

９-b．搬出について

実施前日11月26日（月）の資材搬入および準備は13：00より20：00まで行っていただく予定です。

最終日11月28日（水）の搬出時間および荷捌き所への車両の進入については18：00～22：00です。

９-c．宅配便の利用

宅配便にて会場に荷物を送られる際は、各出展者とも自社小間で荷受して下さい。

事務局による一次預かりはいたしません。

【発送先】

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1

東京j国際フォーラム 地下2F 展示ホール 「アグリビジネス創出フェア2007」

小間番号/出展者名/担当者名

※必ず時間指定（13：00～）を行い、担当者による荷受を行って下さい。

なお、搬出時は会場内に宅配カウンターを設置いたします。

９-d．残材の処理など

搬出入時に出た残材や廃棄物などは、会場内に放置せずに各自にてお持ち帰り下さい。

放置された廃棄物などの処分に要した費用は、後日ご請求させていただくことがありますのでご注意下さい。
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１０-１．運営

１０-１-a．当日の作業時間

出展者は会期当日、11月27日（火）は8：00から、28日（水）は8：30から場内に入館可能です。

また、11月27日（火）は18：00までを標準作業時間とします。それ以降の作業をご希望の方は事務局に申請を行って下さい。

また、その場合も20：00以降の作業はできませんので予めご了承下さい。

１０-１-b．ストックヤード

出品物の梱包材用のストックヤードをご用意いたします。

但し、共用スペースとなりますので、紛失や破損に関して主催者側では責任を負いかねますのでご了承下さい。

１０-１-c．写真撮影について

会場内は、来場者・出展者の区別無く、写真撮影は禁止とします。

但し、自社出展物の記録撮影する場合、来場者に対して当該出展者の担当者が許可した場合は撮影可能とします。

また事務局発行の「PRESSバッヂ」を着用した報道関係者、事務局の撮影班が場内の記録を行いますのでご了承下さい。

なお、撮影した写真は後日、Webサイトなどに掲載するなどの利用を行うことがあります。

１０-１-f．ステージプレゼンテーション

１０-１-d．個人情報の取り扱い

小間内で取得した個人情報（名刺、アンケートなど）は法令を遵守し適切に管理して下さい。

特に、 11月27日（火）の会期終了後、小間内に個人情報を放置されないようご注意下さい。

１０-１-e．音量規制

小間内でVTRなどを使用してプレゼンテーションをする場合、音量が隣接小間に迷惑を及ぼさないようご注意下さい。

（基準は60ホーン以下）

隣接小間から報告があった場合、事務局が判断した場合は音量を下げるなどの対応を行って下さい。

また改善が見られない場合は、当該装置の撤去などを求めることがあります。

ご希望の出展者は、参加申込用紙のプレゼンテーション希望欄の「希望する」を選択して下さい。

実 施 場 所

実 施 時 間

付 帯 設 備

資 料

そ の 他

：共用セミナースペース

：後日調整いたします。

：・プロジェクターおよびスクリーン ・演台

・パソコン（WindowsXP対応、パワーポイント2003インストール）

・マイク（ハンド、ヘッドセット選択可） ・レーザーポインター

：各自にてご用意下さい。プロジェクター投影、配布共に可能です。

：司会者がタイトルおよびプレゼンテーターの紹介を行います。

その後は各出展者で実施して下さい。

・

・

・

・

・
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１０-２．運営スタッフなどの手配

１０-２-a．運営スタッフの手配

説明員の人手が不足している場合など、来場者に対しての説明対応、サンプルの配布、その他各種作業などの要員

として、事務局でスタッフをご用意いたします。

必要な出展者は10月26日（金）までにお申込下さい（様式あり）。

イベントコンパニオン①

・受付対応、サンプル・試食品配布、小間内への誘引、簡単なデモンストレーションなどのお手伝いを致します。

・特にご指定が無い場合は、ダーク系のスーツ着用で伺います。

・食事や休憩などは持参する勤務シフトを参考に調整して下さい。

¥22,000―/1日・1人

イベントコンパニオン②（英語対応）

・勤務内容は上記コンパニオンに準じます。

・英語のスキルは日常会話程度ですので、専門的な知識の理解や語彙が必要な説明や通訳は出来かねますので

ご了承下さい。

¥25,000―/1日・1人

・受付対応、サンプル・試食品配布、小間内への誘引、簡単なデモンストレーションなどのほか、荷物の運搬準備

作業などの各種作業、来場社の誘導などのお手伝いを致します。

・特にご指定が無い場合は、ダーク系のスーツ着用で伺います。

・食事や休憩などは持参する勤務シフトを参考に調整して下さい。

¥20,000―/1日・1人運営スタッフ
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１１．Ｗｅｂサイトの活用

１１-b．申込と申込状況の確認

１１-a．出展物情報の更新

公式Webサイト上で出展者による出展物の紹介をしていただけます。

IDおよびパスワードを発行いたしますので、サイト内の「出展者専用ページ」にアクセスしていただくことで、各出展者ごとに

最新情報に更新していただけます。

（初期情報はご提出いただいた情報を元に事務局にて記載いたします）

同じくIDおよびパスワードで出展者フォームにアクセスしていただくことで、各出展者ごとのオプション申込や各種申請の

状況を、Webサイト上でご確認いただけます。

また、各申込を直接Webサイトから行っていただくことも可能です。

１２．その他

１２-b．アンケートについて

出展者には、事務局より会期終了後にアンケートなどの調査をお願いすることがありますので、ご協力ください。
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１３．事務局連絡先

「アグリビジネス創出フェア2007」運営事務局

〒164-0011 東京都中野区中央2-37-6 第７新栄ビル2F

TEL：03-5925-3803 / FAX：03-5925-2703 / 担当：加山、豊岡、冨川

E-mail：agribiz-info@seeds-grp.co.jp

公式Webサイト：ｈｔｔｐ：//ａｇｒｉｂｉｚ.ｊｐ/

【当日事務局】11/26（月）～11/28（水）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1

東京国際フォーラム内（詳細な連絡先は追ってご連絡いたします）

事務局への申込や各種申請などでお預かりした個人情報は、「アグリビジネス創出フェア2007」の出展受付データベース

及び本フェアに関する必要なご連絡以外に使用いたしません。

また、業務を協力機関に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な

理由がある場合を除き、当事務局以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

また、今年度の本事業終了後（2008年3月31日以降）は、必要資料として主催者である農林水産省が保管し、

来期以降の同種の事業に於けるご案内資料作成に活用する場合があります。

なお、個人情報のお取り扱いに関しましてご不明の点は上記事務局担当者までお願いいたします。

事務局連絡先

個人情報の取り扱いについて



27準備～開催までのスケジュール

8月

９月

１０月

１１月

３月

１２月

出展者募集開始

出展者締切 （9月7日）

「アグリビジネス創出フェア2007」 （11月27日・28日）

公式Webサイト開設

公式Webサイト閉鎖

出展者説明会

準備・搬入日（11月26日）

来場者誘致活動

出展者確定 （9月下旬）

小間位置確定 （10月上旬）

当日プログラム決定 （10月中旬）
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