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はじめに
この「出展マニュアル」は、出展準備から開催終了までの必要事項をまとめたものです。
本誌の内容を十分ご理解いただき出展の準備を円滑にお進めください。
事務局として、出展者ならび来場者が満足していただけるフェアをめざすと共に、ホスピタリティに配
慮した運営を行うことに尽力いたします。出展者の皆様におかれましても「アグリビジネス創出フェア
2008」の円滑な開催と運営にご協力いただきますようお願い申し上げます。
本フェアでは、研究成果の事業化や技術移転、市場開拓などのビジネスマッチングの創出の場として、有意
義にご活用いただきたいと考えております。
なお、この出展マニュアルに記載のない事項や不明な点につきましては、事務局までご相談ください。

平成 20 年 9 月
アグリビジネス創出フェア 2008 事務局

開催概要
名　　　称：アグリビジネス創出フェア 2008 (Agribusiness Creation Fair 2008)
テ　ー　マ：産学官の最新技術が大集合！ 新たなビジネスがここからはじまる
主　　　催：�農林水産省
後　　　援：�内閣府／文部科学省／経済産業省／特許庁／独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構／

独立行政法人 農業生物資源研究所／独立行政法人 農業環境技術研究所／独立行政法人 国際農林
水産業研究センター／独立行政法人 森林総合研究所／独立行政法人 水産総合研究センター／独
立行政法人 家畜改良センター／独立行政法人 水産大学校／独立行政法人 科学技術振興機構／独
立行政法人 中小企業基盤整備機構／社団法人 農林水産先端技術産業振興センター／社団法人 農
林水産技術情報協会／社団法人 日本経済団体連合会／財団法人 食品産業センター／農林漁業金
融公庫（１０月に株式会社 日本政策金融公庫に移行）／全国農学系学部長会議／特定非営利活動
法人 産学連携学会／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／全国農業新聞

会　　　期： 2008 年 10 月 29 日（水）10:00 〜 17:00（開会式 9:30 〜 10:00）
 10 月 30 日（木）10:00 〜 17:00
会　　　場： 東京国際フォーラム 展示ホール（地下 2 階）
　　　　　　〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号
　　　　　　TEL：03（5221）9000（代表）
入　場　料：�無　料
目標来場者数：10,000 人 
出　展　料：無　料 
総�小�間�数：200 小間以上 
開�催�主�旨：�農林水産・食品産業分野の研究成果の実用化・産業化は、農林水産省における重要な課題であ

り、独立行政法人をはじめとした関係研究機関の技術シーズを基にして、 産学官連携による実
用化・産業化のための研究を推進してきた。このような研究成果の実用化・産業化を一層推進
するためには、多数の研究機関と企業が一同に会し、 情報交換や交流を行う機会を設ける手法
が極めて有効である。 

　　　　　　�このため、企業等が有する技術ニーズと産学官の研究機関等が有する技術シーズの出会いの場
としてアグリビジネス創出フェア 2008 を開催し、それらのマッチングによる新たなアグリ
ビジネス創出の機会の増大を図る。

展�示�内�容：○出展者ブース
 ・技術交流ゾーン…独立行政法人・都道府県・大学等の研究機関
 ・コンサルティングゾーン…支援機関、推進機関等 
 ・農商工連携ゾーン…農林水産・食品分野での実用化、産業化を実施している企業、団体等
　　　　　　○基調講演・セミナー 
　　　　　　○研究・技術プレゼンテーション  
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会場へのアクセス

駐車場案内
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●利用料金
　駐車料金 200円/30分
●営業時間
　午前7時～午後11時30分
●駐車対象車
　高さ2.2m・幅1.9m・長さ5.4m以内
　(大型バス、トラック、オートバイ、自転車駐車不可) 
●駐車台数
　420台 (うち身障者用7台) 
●お問い合わせ
　TEL: 03-5221-9070

施設の周辺は全面駐車禁止です。

■駐車場案内（有料）

●ＪＲ線

・有楽町駅より徒歩1分

・東京駅より徒歩5分

　（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）

●地下鉄

・有楽町線　有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡

・日比谷線　銀座駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩5分

・千代田線　二重橋前駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩7分

・丸ノ内線　銀座駅より徒歩5分

・銀座線　　銀座駅より徒歩7分／京橋駅より徒歩7分

・三田線　　日比谷駅より徒歩5分

●首都高速道路

・「霞ヶ関」出口から晴海通り

・「神田橋」出口から日比谷通り

・「宝　町」出口から鍛冶橋通り

・「京　橋」出口から鍛冶橋通り

●成田空港から

・リムジンバス 東京駅まで80～90分

・ＪＲ成田エクスプレス 東京駅まで53分

●羽田空港から

・モノレール浜松町駅まで23分

・ＪＲ浜松町駅より有楽町駅まで4分



会場案内

　会場面積：5,000 ㎡

　天　井　高：9 ｍ

　搬入出口：幅 4.0m ×高さ 3.1m（ドア開放時：幅 3.6m ×高さ 3.0m）

　展示スペース床面仕上：エポキシ樹脂塗装

　展示スペース床耐荷重：1t ／㎡（ピット上は 360kg ／㎡ ）

　　※ 展示物単体の重量が 10t を超える物、展示単体の重量を展示物の接地面積で割った数値が均等荷重

で 1t ／㎡を超える物に関しては持ち込み禁止とさせて頂きます。

　　　（重量物などの持ち込みの際は、別途ご相談ください。）

　床　工　事：アンカーボルト使用禁止

　展示スペース壁面仕上：御影石貼・ガラス・ステンレス

　展示用電力：総容量 1,736KVA　ピット内端子盤 91 ヵ所

　給排水設備：給水 70 ヵ所　取出口 25A　／　排水 70 ヵ所　受口 100A

　照　　　度：750 ルクス
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展示会日程
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マッチングサポートについて
1.�案内状の送付

・ 出展者にはフェア案内状を一社につき 50 部（案内状及び送付用封筒）９月下旬に担当者にお送り致しま

す。来場者誘致に是非ご活用ください。また、追加につきましては９月 19 日（金）までに申込付属書１

にご記入の上、アグリビジネス創出フェア 2008 事務局（以下事務局）へ FAX してください。

２.�WEBの活用について

先日、ご入力フォームにて頂戴しました出展者情報をもとに、各出展者のご紹介をしております。

また、ホームページでアグリビジネス創出フェア 2008 の事前登録を 9 月 9 日に開始しました。是非来

場者誘致にご活用ください。http://agribiz-fair.jp/

３.�コーディネーターカウンターについて

・ 会期中、会場内中央のビジネスマッチングスペース横に「コーディネーターカウンター」を設置しコーデ

ィネーターが待機する予定になっております。コーディネーターカウンターにご用の場合はお気軽にお問

い合わせください。

４.�マッチングサポートについて

当フェアでは、来場者ならびに出展者のマッチング機会創出のためにマッチングサポートシートをご用意

しました。出展者との事前コンタクトをご希望の方には、当ＨＰより事前来場登録をしていただき、登録

確認のリプライメールにてマッチングサポートシートのご案内をいたします。送られてきたマッチングサ

ポートシートについては、当フェア事務局より出展者に転送させていただきます。出展者様におかれまし

ては、来場者とのコンタクト資料としてご活用ください。

なお、コンタクト結果につきましては、お手数ですが事務局までご一報ください。

お問い合わせ先

アグリビジネス創出フェア 2008 事務局　株式会社フジヤ

〒 135-0062　東京都江東区東雲 1-7-12　KDX 豊洲グランスクエア 3 階　第 2 事業本部

TEL：03（5548）2813　FAX：03（5548）2838　　担当：石牧、大類
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出展者規定
1.�出展物の範囲

・ 本フェアの開催趣旨に合致した、ビジネスマッチングの契機となり得る技術・製品等技術シーズの紹介。

主催者が、本フェアの開催趣旨に添わないと認めたものは、出展の取り消しを求めることがあります。

2.�出品物の管理と免責

・ 事務局では、警備員を配置するなど、会場の保全・管理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ください。また、盗難・紛失・損傷等の事故やあらゆる原因から生じる損失また

は損害について主催者、共催者、後援者、事務局は責任を負いません。

3.�損害賠償

・ 出展者は、自己またはその代理人の不注意等によって生じた会場設備、展示会の建造物、人身等に対する

損害を賠償していただきます。事務局としては、独自に保険をかけることをお薦めします。

4.�出展者の小間への常駐

・ 出展者は搬入日、開催期間中、搬出時を通じ、必ず各自の小間内に常駐し、来場者の対応、出展物の管理、

防火・防災に努めてください。

5.�出展物の知的財産保護

 本フェアは、特許法第 30 条第 2 項に基づき、新規性の喪失の例外が適用される博覧会となっております。

しかし、本制度はあくまで本人によって出願前に発表された案件等が、公知例として拒絶の理由とされな

いという効果を持つにすぎず、本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、

同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、新規性を喪失してい

ると扱われる点に留意が必要です。

 従って、出展物の特許出願を考えている方は、出展前に特許出願の申請を行うことをお勧めします。

 なお、出展により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。
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6.�出展に関わる費用

・ 無料での提供範囲

　　・小間仕切りパネル（角小間の場合を、通路側のサイドパネルは付きません）

　　・パラペット

　　・社名版（ゴシック文字）１社につき１枚

　　・ゾーン表示看板

　　・小間タイプに準じた、スポットライト及びコンセントの基本設備

　　・動力用を除く電気使用料金

　　・研究プレゼンテーションにおける基本付帯設備

・ 出展者による費用負担

　　・出展物、資料その他の準備に関わる費用

　　・出展物、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

　　・フェア当日における移動宿泊費など

　　・出展物などによる対人障害への賠償費用

　　・出展物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

・ 有料での提供範囲

　　・基本付帯設備以外に必要な各種備品など（申込が必要です）

　　・その他追加事項

7.�研究・技術プレゼンテーションについて

・ 各自の研究成果について発表していただくために、会場内にプレゼンテーションステージを設置します。

出展申込書で、「参加」を選択された方へ、別途メールにて事務局よりご案内いたします。

実施場所：展示ホール及び諸室内（3 ヶ所：A ルーム／ B ルーム／セミナールーム）

実施概要：1 課題　15 分（準備・片付けを含め 20 分）

　　　　　プレゼンテーション資料制作・資料配布については各自負担

付帯設備：・100 インチプロジェクター＆スクリーン

　　　　　・パソコン（WindowsXP 対応）ソフト：パワーポイント 2003

　　　　　・ワイヤレスマイク・有線マイク・レーザーポインター・演台・テーブル・イス

実施規定：・実施 15 分前にそれぞれのステージ控室にお越しください。

　　　　　・司会者の紹介により登場、以降進行は各自で実施してください。

　　　　　・複雑な音響、映像オペレーションはできません。

※研究・技術プレゼンテーションを希望される出展者の方が多かったため、事務局において厳正なる抽選を

行い、75 枠のプレゼンテーションに絞らせていただきましたので、ご了承ください。
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展示規定
1.�小間位置と小間番号

・ 各出展者の小間位置は 2008 年 9 月上旬にホームページにアップする予定です。

 ご必要にあわせてダウンロードをお願いいたします。

2.�小間の規格

・ 小間の大きさは、1 小間間口 2,970mm（1,485mm）×奥行 1,980mm×高さ 2,700mm（6 ㎡／ 3 ㎡）

です。

・ 基礎装飾（事務局で施工する工事）：全体の調和と美観の向上を図り、施工に伴う廃棄物を減少させるた

めに、システムパネルを使用します。

・ 角小間については、通路側の壁面パネルは付きません。必要な場合は、有償で壁面パネル（12ページ参照）

をお付けします。

� 但し、2 小間以上の場合は補強パネルを設置する場合がありますのでご注意ください。社名および小間番

号は、突き出し式ボードにて袖パネルに表示します。

3.�システムパネルに関する注意事項

・ システムパネルはリース品です。出展者による損傷については弁償していただきますのでご注意ください。

・ パネルに直接、釘や鋲類を打つことはできません。また、パネルおよびポールへの加工、切り接ぎ等もで

きません。

・ パネルに物を立てかけると転倒の恐れがありますので、壁面の施工・装飾物は自立構造にしてください。

・ 展示商品・装飾物をパネルに直付けすることはできません。

 但し、ポスター類や説明パネル等は、オプション備品の S 管・チェーン（12 ページ参照）もしくは、厚

両面テープ、マジックテープにより取り付けができます。

・ 装飾用のシートや両面テープを貼ることはできますが、撤去時に出展者の責任において、必ず現状回復を

行ってください。

A

B
19
80

99
0

99
0

1485

495990

スポットライト

社名板（W1200xH300)

19
80

99
0

99
0

2970

990990 990

スポットライト

社名板（W1800xH300)

テーブル（W1800xD450)

2970

1485

2700

2700

300

300

1980

1980
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4.��小間装飾（出展者の負担による工事）：展示ホール内の調和を保つため、隣接する出展者の迷惑となる装

飾は禁止します。

Ａ：ブース内の装飾を独自に装飾施工業者に依頼する場合は、『Form-A／ブース施工届出書』にて 9月

26日（金）までに事務局へ FAX で届出ください。

Ｂ：ブース内の装飾を事務局に依頼する場合は、パッケージブースをお申し込みいただくか、事務局にご相

談ください。

Ｃ：装飾施工関係者バッジ（黄色リボン）の着用

展示会場内において作業する際には「バッジ」の着用が義務付けられています。バッジをお持ちでない

方は、入場をお断りする場合もあります。出展者には、当日「バッジ」を 1 小間につき 5 枚ずつ配布

いたしますので、装飾施工関係者へ必ずお渡ししてください。

Ｄ：高さ制限

　・装飾物の高さは、2,700mmまでです。それ以上のものは設置できません。

Ｅ：小間内喫煙の禁止

　消防法により、小間内での喫煙は禁止です。

　小間内に、喫煙スペースを設けることはできません。

Ｆ：天井構造

　装飾による天井構造物は禁止です。70％未満の開放率の天井構造は許可されません。詳細については

事務局までお問い合わせください。

Ｇ：床工事について

・会場の床面を掘削することはできません。

Ｈ：その他　注意事項　　

　ブースの敷地より外の通路に装飾や展示物を配置できません。

お問い合わせ先

アグリビジネス創出フェア 2008 事務局　株式会社フジヤ

〒 135-0062　東京都江東区東雲 1-7-12　KDX 豊洲グランスクエア 3 階　第 2 事業本部

TEL：03（5548）2813　FAX：03（5548）2838　　担当：石牧、大類

5.�小間内カーペットの申し込みについて

小間内のカーペット敷設は任意です。ご希望の場合は、『Form-4／パッケージ装飾・カーペット申込書』

にて 9月26日（金）までに事務局へ FAX でお申し込みください。（別紙参照）（1小間当たり12,600

円（税込））
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基本付帯設備（無料）
⒜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）
⒝パラペット
⒞社名版（ゴシック文字） 1社につき1枚
⒟ゾーン表示看板
⒠スポットライト 2灯／1小間につき
⒡2口コンセント（300W）／1小間につき

⒢パンチカーペット 1小間
⒣テーブル（W1800×D450） 1脚
⒤パイプイス 2脚
⒥受付カウンター 1脚
⒦S管チェーン 3個
⒧白布 2枚

オプション備品（有料）

19
80

99
0

99
0

2970
990990 990

テーブル（W1800xD450）

テ
ー
ブ
ル（
W
18
00
xD
45
0）

2970

2700

300

1980

+

オプション備品（有料）

+

⒜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）
⒝パラペット
⒞社名版（ゴシック文字） 1社につき1枚
⒟ゾーン表示看板
⒠スポットライト 1灯／1小間につき
⒡2口コンセント（300W）／1小間につき

⒢パンチカーペット 1/2小間
⒣パイプイス 1脚
⒤受付カウンター 1脚
⒥S管チェーン 3個

基本付帯設備（無料）

19
80

99
0

99
0

1485

495990

1485

2700

300

1980

6.�パッケージブース（有料）のご提案

パッケージ装飾が必要な場合は、『Form-4／パッケージ装飾・カーペット申込書』にて 9月26日（金）

までに事務局へ FAX でお申し込みください。

下記の小間は、基礎小間ですので小間料金に含まれております。パッケージ装飾・リース備品に記載の展

示台につきましては、重量 100kg まで可能ですが、それ以上の場合は、事務局までご相談ください。

Aタイプ�基礎小間《1小間》

Bタイプ�基礎小間《1/2小間》

￥25,200円（税込）

￥13,650円（税込）
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7.�リース備品について

・ パッケージ装飾およびリース備品が必要な場合は、『Form-5／リース備品申込書」にて 9月26日（金）

までに事務局へ FAX でお申し込みください。

 なお、お申し込みの際に申込書下部の図面に配置場所をご記入ください。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11

16

21

26

12

17

22

27

13

18

23

28

14

19

24

29

15

20

25

30

￥2,520

 H1,000/750/500　￥8,400 H1,000/750/500　￥7,350 H1,000/750/500　￥12,600 H1,000/750/500　￥10,500 ￥5,775

￥157￥8,400 ￥3,150 ￥525 W900×D450×H800 ￥6,300

a. W1,800×D450×H730
b. W1,800×D600×H730

￥3,360
W1,200×D750×H685

￥6,300 W600×D600×H600  ￥2,100W600×D450×H600  ￥1,260 600×H600　￥4,200

￥10,500／組 ￥18,900／組
W250×D550×H1700
A4判型（12段） ￥5,880 　A4判型（縦3段1列） ￥1,680 ￥672

￥3,360 ￥1,680 ￥1,260

小鉢 ￥1,260
中鉢 ￥2,625
大鉢 ￥3,675

40インチ（4：3） 　￥157,500／台
50インチ（16：9）  ￥189,000／台

21インチ ￥21,000／台
29インチ ￥36,750／台　100～106L ￥16,800 ￥26,250／台￥21,000／台

折りたたみ椅子

展示台１（W990×D495） 展示台２（W495×D495） 展示台３（W990×D495）扉付 展示台４（W990×D990） メッシュパネル（W950×D950） 

角テーブル　1 角テーブル　2　 

ミーティングセット（白）

丸テーブル

カタログスタンド 卓上カタログスタンド

カウンターチェア（SH600） 貴名受　

フック（メッシュパネル用） 壁面パネル（W990×H2700） 展示棚（W950） Ｓ管・チェーン（2組） 受付カウンター（白） 

会議テーブル 小机

カフェセットA（白）

冷蔵庫 DVDデッキ
オートリピート機能付 

クリーンボックス（47L） 白布（2200×1000） 植木

液晶モニター

スピーカー
ラック付

プラズマディスプレイ

スピーカー
ラック付

VHSデッキ
オートリピート機能付
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電気
1.�電気供給の申し込み（一次側幹線工事）

・ 電気供給幹線工事（一次側幹線工事）は主催者が行いますが、料金は出展者負担となります。

　小間内配線等の二次側電気工事は、出展者で工事を行ってください。

・ 電気使用料金は動力用を除き、主催者にて負担します。

・ 全ての出展者は、小間内での必要な電気量を合計し、『Form-B／電気一次側幹線工事申込書』にて 9月

26日（金）までに事務局へ FAX でお申し込みください。

2.�一次側電気工事料金と支払い

・ (1) 基礎小間《1 小間》では、スポットライト 2 灯分と 2 口コンセント (300W まで ) が基本設備に含

まれています。

 (2) 基礎小間《1/2 小間》では、スポットライト 1 灯分と 2 口コンセント (300W まで ) が基本設備に

含まれています。

 (3)1.5 小間以上の出展者の方は、2 口コンセント (500W まで ) が基本設備に含まれます。尚、照明は

小間数に応じて設置いたします。

・ 基本設備を超えて申し込みの出展者については、1Kw あたり 10,500 円をご負担いただきます。

・ 後日、事務局から幹線工事費を請求します。

3.�二次側（出展者による工事）電気工事の注意事項

・ 出展者側で施工する小間内電気工事は、全て会期前日までに完了してください。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ください。

・ 会期中はトラブル等に備え、電気保守要員が会場内事務局に常駐しています。小間内での電気事故等は速

やかにご連絡ください。

・ 電気工事を行う作業者は、作業中必ず電気工事士法に基づく第 1 種電気工事士免状を携帯してください。

・ 施工にあたっては、特に火災および危険の防止、人体および財物の損傷、その他の事故防止について万全

の注意を払ってください。

4.�小間内への送電

・ 電気供給方式：単相交流（50Hz）100V ／ 200V

・ 電気供給時間：28 日（火）15：00 〜 20：00 ／ 29 日（水）・30 日（木）8：30 〜 17：00

・ 24 時間送電が必要な場合には、事前に担当者と打ち合わせてください。

・ 基礎小間の電気設備を超えて申し込みの出展者については、ブース内に主幹開閉器を設置いたしますので、

お帰りの際には必ずスイッチを切ってください。

5.�その他

・ 主催者が行う電気幹線工事および料金の請求は、事務局が担当します。申込手続きおよび電力事情、電気

料金等についての不明な点は事務局にお問い合わせください。

　また、二次側電気工事を依頼される出展者は、『Form-3／電気二次側幹線工事申込書』にて 9月26日

（金）までに事務局へ FAX でお申し込みください。
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給排水
・ 小間内で水道を使用する場合は、給排水工事が必要となります。給排水工事を希望される出展者は、

『Form-1／申込付属書1』にて 9月19日（金）までに事務局へ FAX でお申し込みください。

 利用設備により、費用が異なりますので、内容をご確認の上、事務局までご連絡ください。

インターネット回線
・ 光高速通信回線を利用した最大 100Mbps の高速インターネット環境を提供いたします。自社小間内に

インターネット接続を必要とする出展者は『Form-2 ／申込付属書2」に必要事項をご記入のうえ、9

月19日（金）までに事務局にお申込みください。

・ 料金：1回線60,900円（税込）

 ※ 架設費用／回線使用料／ルータ使用料／ LAN ケーブル（1 本）敷設料／プロバイダ契約利用料（OCN）

を含む。

 ※利用開始日：10 月 28 日（火）の 15：00 頃から 10 月 30 日（木）17：00 までの予定です。

・ LAN ケーブル（100BASE-T、ストレート）は 1 本のみご用意させていただきます。複数本必要の場合

は各出展社様でご用意ください。

・ LAN カード／ LAN ボードは、各出展社様でご用意ください。

・ 1 回線に複数のパソコンをつなぐ場合には、HUB の用意・接続は各出展者でお願いいたします。

その他

・ パソコンを持ち込む際には、事前に入念なセキュリティチェックをお願いします。また、使用に関し、セ

キュリティの安全を期すために、東京国際フォーラム接続業者がパソコンの設定等をチェックさせていた

だく場合がございますが、ご容赦ください。

・ 提供回線は、出展者毎の専用回線となります。

・ 最大通信速度は 100Mbps ですが、パソコンの接続台数・回線の設置状況により異なる場合がございます。

・ 特別な工事や機器が必要な場合、また機器を破損された場合については別途費用を請求させていただきま

す。

・ ブロードバンドルータは東京国際フォーラムで管理いたします。設定が必要な場合は事務局までお申し出

ください。

　　電気・給排水・インターネット回線の問い合わせ申込先

　　アグリビジネス創出フェア 2008 事務局 株式会社フジヤ

　　〒 135-0062　東京都江東区東雲 1-7-12　KDX 豊洲グランスクエア 3 階　第 2 事業本部

　　TEL：03（5548）2813　FAX：03（5548）2838　　担当：石牧、大類



15

搬入・搬出
搬入時間　　10 月 28 日（火）　13：00 〜 17：00

搬出時間　　10 月 30 日（木）　18：00 〜 22：00

1.�車輌による搬入出

・ 大型物の搬入出の場合のみ車輛証を発行します。

・ 車輌の荷捌場への進入時間は、事務局にて進入時間を指定させていただきます。出展者は、『Form-7／

搬入許可出申請書』に車輌の種類、希望時間、台数をご記入の上、9月26日（金）までに事務局へ FAX

でお申し込みください。搬入出許可証のない車輌は入館出来ませんのでご注意ください。なお、荷捌場へ

の駐車時間は、1 台につき 20 分までとさせていただきますので、予めご了承ください。搬入出車輌は速

やかに積み下ろしを行い、荷捌場から退去してください。各搬入口、分岐点においては、係員が車輌の誘

導を行いますので、指示に従ってください。

　尚、同一時間帯に多数の搬入・搬出希望がある場合は、事務局一任にて決定させていただきますので、予

めご了承ください。

2.�その他宅配便

　宅配便にて搬入出をされる場合は、各自ブースにて荷受してください。

　出荷時に必ず時間指定をしてください。

　指定業者による搬入出はありません。各出展者ごとに搬入出を行ってください。

　また、搬出時会場内にて宅配受付コーナーの設置を予定しております。是非ご利用ください。

〔送り状宛先〕

〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 3-5-1

東京国際フォーラム 地下 2 階　展示ホール「アグリビジネス創出フェア 2008」

※必ず　小間番号／出展者名／担当者／担当者携帯電話番号　を記載してください

3.�会期中の搬入・搬出

・ 会期中の出展物の搬入出は、必ず当日会場事務局の承認を受けてから行ってください。

　但し、開催時間外に限ります。

4.�出展物の開梱・梱包及び廃棄物の処理

・ 開梱・梱包は、小間内か会場外で行い、通路で行う等により他の出展者の妨げにならないように注意して

ください。

・ 展示廃棄物、使用済資材などは、放置せず各自にてお持ち帰りください。

　※ 出展者が定められた期間を経過して、出展物、装飾資材を会場内に残した場合は事務局は任意にこれを

処分いたします。また、その処分に要した費用は、当該出展者の負担となりますのでご注意ください。

5.�その他

・ 会場内には出展物、装飾材料等の搬入・搬出用の台車がありませんので、各自にて御用意願います。
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東京国際フォーラム

駐車場・荷捌場入口
駐車場・荷捌場出口

6.�搬入出経路図

注意事項

・当日は、時間厳守の上、必ず警備係員の指示に従ってください。

・搬入・搬出車輌は、「車輌証」を必ずフロントガラスに付けてください。

　「車輌証」のない車輌の出入りは出来ません。

・搬入・搬出作業後は、速やかに車輌を移動してください。

 車輌の放置は、他の出展者の妨げとなります。
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運営規定
1.�出展者バッジの着用

・ 会期中、出展小間に常駐する方とプレゼンテーション発表者は、展示場に入場する場合は、「出展者バッジ」

の着用が義務付けられています。

・ 各出展者には、1小間につき5枚ずつ、1/2小間の出展者は3枚ずつ配布します。追加につきましては、

『Form-1／申込付属書1』にて 9月19日（金）までに事務局へ FAX でお申し込みください。

・ お申込いただきました「出展者バッジ」は、28 日の設営日に会場にてお渡ししますので、会場内事務局

までおこしください。

・ 出展者バッジをお持ちでない関係者の方は、受付にて登録してご入場いただきます。（登録受付開始時間

までご入場できません。）

2.�ストックヤード

・ 出品物の梱包材用ストックヤードは限られたスペースしかございません。また、施錠は致しませんので貴

重品等の保管は出来ません。また、自社内で出た装飾資材の残材等は必ずお持ち帰りください。展示事務

局でその処理を行った場合、費用を当該出展者にてご負担いただきます。

3.�写真撮影の規制

・ 出 展 物 等 の 撮 影 ： 当該出展者の許可無く、出展物の撮影は禁止します。また、出展者による写真撮影は、

自社ブースのみ可能とします。

・ 報道関係者による撮影： 事務局が許可した報道関係者および事務局の撮影班には「プレスバッジ」を発行

します。バッジを着用したカメラマンには、差し支えのない限りご協力ください。

4.�呼出放送の規制と会期中の連絡方法

・ 開催期間中、呼出し等の場内放送は、原則として行いません。

5.�音量規制

・ スピーカーやモニターの音量が隣接小間へ迷惑を及ぼすと認められた場合（基準は 60 ホーン以下）は、

スピーカーやモニターの撤去等を求めることがあります。なお、小間内でのマイクや BGM 類の使用は禁

止します。

6. 注意事項

・ 会場における直接販売は禁止します。

・ ブースの外でのチラシ配布等はしないでください。展示物を設置するのも禁止です。

7.�残業

・ 10 月 28 日（火）17：00 までに作業が終了しない場合は『Form-9／時間外作業届出書』にて、事前

に会場事務局へ提出してください。18：00 〜 20：00 を残業とします（事務局に申請を行ってください）。

但し、20：00 以降の時間外作業は認められませんのでご注意ください。
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8.�清掃の申し込み

・ 小間内清掃（開催期間中）を清掃会社に委託する場合は『Form-1／申込付属書1』にて 9月19日（金）

までに事務局へ FAX でお申し込みください。

9.�食品衛生関係事項

・ 会場内で、試飲・試食・食品の配布を行う場合、保健所への申請が必要となりますので、予定されている

出展者は、『Form-8 ／食品衛生関係申請書』にて 9月26日（金）までに事務局へ FAX でお申し込み

ください。9月26日（金）以降の申請は受領されない場合がありますので、予めご了承ください。

なお、申請をしなかった出展者が当日試飲・試食または、食品の配布を行っている場合は、保健所より指

導または中止を求められる場合がありますのでご注意ください。

 また、試飲・試食を行う場合、下記の設備が必要となることもありますのでご注意ください。

・流　　し　　給排水完備で 45cm × 36cm ×深さ 18cm 以上

・手　洗　い　　給排水完備で 36cm × 28cm 以上

・消毒装置　　逆性石鹸液等の、手洗い消毒液を入れておいてください。

 試飲・試食目的以外の飲食サービスは禁止します。

10.�アルバイト、コンパニオンの手配

・ アルバイト、コンパニオンの手配を希望される場合は『Form-1／申込付属書1』にて 9月19日（金）

までに事務局へ FAX でお申し込みください。

11.�開催の中止および会期・開場時間の変更

主催者は不可抗力により開催を延期または中止することがあります。但し、本フェアの開催を事前に中止

した場合は、既納金の全額または一部を払い戻しいたします。出展者の発生経費については、賠償の責任

を負いません。

12.�アンケート等の調査に対する協力依頼

出展者には、主催者や事務局より会期終了後にビジネスマッチングの成果等に関する調査を行いますので、

ご協力をお願いします。

また、会期終了後のみならず、会期前や会期中にも出展される技術シーズや研究成果の実用化・産業化に

関する取組等についても調査を行うことがあるかもしれませんので、予めご了承ください。

13.�その他

・ やむを得ない事情により、本マニュアルの規定を一部変更することがあります。

・ 出展者および関係者は、本マニュアルの規定を遵守しなければなりません。
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防災規定
1.�防炎処理

Ａ：特別装飾に使用する合板・繊維板および旗、幕類、造花、布、紙その他可燃性の物は、防炎性能を有す

るものを使用し、防災予防条例により、防炎処理済みの別記ラベルを取り付けたものでなければ使用で

きません。

Ｂ：防炎合板に紙などを全面密着して貼り付けしたものは防炎合板と見なされますが、厚い布、ひだのある

紙類の貼付または一部貼付、鋲・釘類止め等は防炎合板とは見なされず、別途防炎処理が必要となります。

Ｃ：発泡スチロール等の石油化学製品、ホンコンフラワー、ウレタンまたは燃えやすい化学繊維で防炎液が

浸透しないものは使用できません。

Ｄ：開催初日は所轄丸の内消防署の厳重な査察が行われます。その際、防火処理が施されていないものが発

見されますと、撤去回収が命ぜられることがありますので十分にご注意ください。

2.�禁止行為：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

・小間内の喫煙は全面禁止とします。

Ｂ：裸火の使用

・裸火とは、電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプ等のことで、火花・炎を発生させる装置

または発熱部が露出したものを指します。

Ｃ：危険物の持ち込み

・可燃性ガス（石油液化ガス、アセチレン、水素等の一般高圧ガス）の持ち込み

・危険物（ガソリン、灯油、重油、動植物性油等）の持ち込み

・危険物品（準危険物、火薬類、多量のマッチ・ローソク等）の持ち込み

・悪臭や多量の煙を発生する機器・装置の持ち込み

Ｄ：通路・非常口・屋内消火栓および消火器の使用に障害となる付近に物を置くこと。

3.�禁止行為の解除

・ 小間内での行為および展示が、上記（2. 禁止行為 B 〜 D）のいずれかに該当すると思われる場合、下記

の必要書類を提出の上、所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。解除を必要とする

出展者は『Form-6／危険物持込・裸火使用許可申請書』にて 9月26日（金）までに事務局へ FAX で

お申し込みください。

＜必要書類＞

・ 使用する器具のカタログ 2 部（無い場合は器具の仕様が具体的に分かるもの）

・ 小間図面（実演場所・危険物持ち込み場所を明示）

※内容によっては、消防署の許可がおりない場合があります。
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主催者および関係連絡先
1.�アグリビジネス創出フェア2008事務局
・�株式会社フジヤ　
　〒 135-0062　東京都江東区東雲 1-7-12　KDX 豊洲グランスクエア 3 階　第 2 事業本部
　TEL：03-5548-2813　／　FAX：03-5548-2838　／　担当：石牧、大類
　E-mail：agribiz-ex@fujiya-net.co.jp

2.�関係官公庁
・ 丸の内警察署交通課警備課 千代田区有楽町 1-9-2 TEL：03-3213-0110
・ 丸の内消防署予防課 千代田区大手町 1-3-5 TEL：03-3215-0119
・ 千代田保健所生活衛生課 千代田区平河町 2-7-4 TEL：03-3221-1311

提出書類一覧

個人情報の取り扱いについて
 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 2008」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（2009 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。

全
者
提
出 

該
当
出
展
者
の
み
提
出 

※提出書類は控えを保管し、提出期限は必ずお守りください。

提出書類一覧  

提 出 期 限  Form 提 出 先  提 出 書 類  内 容  

9月26日（金）

9月19日（金）

9月26日（金）

設 営 日

出会えます！最新技術シーズとビジネスパートナー  

ブース施工届出書  

電気一次側幹線工事申込書 

事務局

事務局B 

A 

申込付属書１ 

電気二次側幹線工事申込書

リース備品申込書

搬入出許可申請書

時間外作業届出書

事務局

事務局

事務局

事務局

当日会場内
事務局

事務局

１ 

パッケージ装飾・カーペット申込書

３

４

事務局

５

9

７

食品衛生関係申請書8

危険物持込・裸火使用許可申請書

事務局

６

電気供給量・分電盤設置位置

インターネット回線申込付属書２ 事務局２

社名表示・装飾会社名・ 
電気工事業者名・代理店名 

案内状・出展者バッジ・給排水・
清掃・アルバイト・コンパニオン
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