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全体実施概要

「環境広場ほっかいどう2023」へのご参加に⼼より御礼申し上げます。

このガイドブックには、出展に関する諸規則が掲載されています。
円滑に運営し、ご参加いただく皆様に意義のある展⽰・販促をしていただけるよう、
最⼩限守っていただく諸規則についてご案内しております。

このガイドブックに記載されている内容をよくご理解いただいた上で、
各種届出･申請書類を定められた期⽇までにご提出いただき、
出展の準備をしていただきますようお願いいたします。

2023年2⽉ 吉⽇
環境広場ほっかいどう2023 運営事務局



1 開催概要

■ タイトル 環境広場ほっかいどう2023

〜G7札幌 気候・エネルギー・環境⼤⾂会合 開催記念イベント〜

■ ⽇ 程 2023年4⽉15⽇(⼟)〜16⽇(⽇) 2⽇間

◆搬⼊･設営作業時間︓ 4⽉14⽇(⾦) 14:00〜22:00

◆搬出･撤去作業時間︓ 4⽉16⽇(⽇) 4⼩間以下 イベント終了後〜21:00

◆搬出･撤去作業時間︓ 4⽉16⽇(⽇) 5⼩間以上 イベント終了後〜22:00

■ 開催時間 4⽉15⽇(⼟) 10:00〜16:00

4⽉16⽇(⽇) 10:00〜16:00

※最終⼊場時間は閉館の30分前

■ 会 場 札幌ドーム 札幌市豊平区⽺ケ丘1番地

■ 開催名義 主 催／G7札幌 気候・エネルギー・環境⼤⾂会合実⾏委員会

■ 動員⽬標 30,000⼈

■ ⼊ 場 料 ⼊場無料
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4⽉13⽇(⽊)までのお問い合わせ先
《環境広場ほっかいどう2023運営事務局》

■ 出展やイベント申込みに関するお問い合わせ
〒060-0061 札幌市中央区南1条⻄5丁⽬7-1 豊川南⼀条ビル9階

担当︓株式会社アドバコム 渡辺・荒⾕
TEL︓011-200-5566
FAX︓011-200-5577
E-mail : kankyo@advcom.co.jp

■ レンタル･オプション･美術造作(特装)に関するお問い合わせ
〒060-0006 札幌市中央区北6条⻄21丁⽬3-2
担当︓株式会社ユニットプロモーション 及川・廣澤
TEL︓011-623-8588
E-mail : kankyo-up@unitpromotion.com

4⽉14⽇(⾦)〜4⽉16⽇(⽇)までのお問い合わせ先
《環境広場ほっかいどう2023運営事務局》

担当︓株式会社アドバコム 荒⾕ 090-6876-9033

※特装4⼩間以上は10:00より搬⼊可能(事前申請)



２ 交通アクセス
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■会場案内図

■交通案内

■所在地
〒062-0045 札幌市豊平区⽺ケ丘1番地
■TEL︓011-850-1000
■電話受付時間／9︓00〜17︓30

■札幌ドームへは、地下鉄東豊線（上記路線案内図のブルーのライン）をご利⽤下さい。
【さっぽろ駅】から、【福住駅】（終点）まで約13分、【福住駅】下⾞後、3番出⼝から
徒歩約10分で札幌ドームに到着します。



３ 開催前スケジュール

■開催前
スケジュール

◆開催までの流れ
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2⽉6⽇(⽉)~随時 各種原本発送・webダウンロード開始

・出展者ガイドブック&オプション申請書類(メール送付・webダウンロード)

2⽉28⽇(⽕) 第2次出展申込締切

・期⽇厳守でお願いいたします。

1⽉31⽇(⽕) 第1次出展申込締切

4⽉3⽇~随時 許可証などの資料発送

・受取の許可証数量に誤りがないかお確かめください。
・許可証には必ず「出展者名・⼩間番号」等必要事項を記⼊してください。

4⽉15⽇(⼟)~ 環境広場ほっかいどう2023 開催

4⽉14⽇(⾦) 出展者搬⼊・設営 14:00~22:00

※特装4⼩間以上は10:00より搬⼊可能(事前申請)
※混雑緩和のため、搬⼊時間を主催者にて指定させていただく

場合がございます。

3⽉23⽇(⽊) 出展者提出書類 (各種ゾーン Bセット) 締切

・提出後、運営事務局より「申込受付」のメールを返信させていただきます。
送信後、3営業⽇を経過しても「申込受付」のメールがお⼿元に届かない
場合は、お⼿数ですが運営事務局までお問合せください。

2⽉13⽇(⽉) 出展者説明会

・会場･時間などが変更になる場合はご連絡をさせていただきます。

・告知、会場パンフレット、サイン看板に使⽤する情報のため期⽇厳守で
お願いいたします。

・期⽇厳守でお願いいたします。

3⽉16⽇(⽊) 出展者提出書類 (Aセット) 締切

4⽉16⽇(⽇) 環境広場ほっかいどう2023 開催・撤収

全出展者⼊稿フォーム締切3⽉9⽇(⽊)



4
■スケジュール ※スケジュールは変更する可能性があります。
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開催スケジュール

時間 時間

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

4月14日(金) 4月15日(土) 4月16日(日)

8:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

10:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

22:00

8:00

23:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

関係者入口オープン

出展者窓口オープン

関係者入口オープン

出展者窓口オープン

17:00 出展者退館

小間内通電終了(16:30)

出展者撤去作業

事務局指定車両アリーナ進入開始

小間内通電終了(16:30)

出展者退館

出展者窓口クローズ出展者窓口クローズ

オールスタッフ退館

出展者窓口クローズ

出展者退館

アリーナ内施工

スミ出し

基礎小間施工

ステージ・電気 等

特装4小間以上

10:00〜搬入可能

※事前申請が必要

14:00〜

出展者搬入開始

16:00頃

通電開始

17:00

全車両アリーナから退場

20:00

通電終了

22:00

作業終了

8:00〜10:00

小間内準備・追加搬入

(車両進入不可)

ステージリハーサル

※9:45以降

アリーナ内台車使用禁止

10:00 開場

16:00 閉場

10:00 開場

16:00 閉場

8:00〜10:00

小間内準備・追加搬入

(車両進入不可)

ステージリハーサル

※9:45以降

アリーナ内台車使用禁止

出展者搬出車両

アリーナ進入開始

※状況により変動する

可能性がございます。

21:00
4小間以下撤去作業終了

22:00
5小間以上撤去作業終了



搬⼊出･⼊館について



１ 搬⼊出⽅法

■搬⼊⽅法に
ついて

どの⽅法で搬⼊出するか選択し、必要な申請書類の提出をお願いいたします。

NO

YES NO

YES

⾃社⼿配⾞両で搬⼊出する 宅配で荷物を搬⼊出する

申請書類4にて
搬⼊⾞両許可証･搬出⾞両許可証を
申請してください。(無料)

＜送り先＞
P.14に送り先ほか注意事項が

記載されています。

申請書類4にて⾞両駐⾞許可証
を申請してください。

※1出展者につき1台申請可（無料）
※⾞両駐⾞許可証の追加は1枚につき
2,000円(税抜)となります。

申請書類4にて出展者パスを申請してください。
規定数1出展者5枚まで。追加は1,000円(税抜)/枚

追加の場合は有料申込してください。
※運送業者分は必要ありません。

駐⾞場を利⽤または送迎･運搬のためドーム敷地内(アリーナ以外の)に進⼊しますか︖

搬⼊出時間帯のみ作業するスタッフはいますか︖

申込み期⽇
3⽉23⽇

申請書類4にて作業者リボン
を申請してください。

（無料）

申込み期⽇
3⽉23⽇

申込み期⽇
3⽉23⽇

⾃社で運送業者を⼿配する

申込み期⽇
3⽉23⽇

⾞両で⾃社⼩間付近まで進⼊する

公共交通機関をご利⽤し
会場までお越しください。

※作業者リボンが必要となるのは、
設営[4⽉14⽇(⾦)10:00~22:00]
撤去[4⽉16⽇(⽇)16:00頃~]に関わる
アルバイトを含む作業スタッフです。
運送業者スタッフ分は必要ありません。

※各種許可証関係･パス類の発送は、オプション申請書類の内容確認後、随時発送いたします。
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YES



２ 搬⼊出について

■搬⼊出規定 搬⼊出時には出展者の皆様を含め施⼯・運送業者など様々な⾞両・⼈員が場内を出⼊りしま
す。安全かつスムーズな搬⼊出を⾏うために運営事務局による搬⼊出計画および各種規定を
順守してください。

■⾃社⼿配⾞両
で搬⼊出

アリーナ内の混乱を避けるため、⾞両進⼊可能時間は出展者により異なります。
申込み後、受け取られた「搬⼊⾞両許可証」「搬出⾞両許可証」に
記載された時間内のみ進⼊可能となりますのでご注意ください。

アリーナ内へ⾞両を進⼊させる出展者様

4⽉14⽇(⾦) 4⽉16⽇(⽇)

搬⼊･搬出 搬⼊ 搬出

A
※4⼩間以上(特装)⼩間のみ

4⽉14⽇(⾦)10:00~17:00
4⼩間以下 17:00頃〜21:00
5⼩間以上 17:00頃〜22:00

B 4⽉14⽇(⾦)14:00〜17:00

■⾞両サイズ
制限

・アリーナへ進⼊できる⾞両サイズは原則⾼さ3.8m以下、10ｔ⾞以下です。
※ライト⾞路からの搬⼊の場合、⾼さ3.6m以下、4ｔロング以下です。
(ライト⾞路からの搬⼊が可能なのは運営事務局が許可した⾞両のみです。)

※リアオーバーハングのサイズで全⾼が変わります。また、会場内には多くの出展者様が
同時に搬⼊出を⾏いますので、通路の状況によって進⼊できない可能性もあります。
その場合は、駐⾞場にて荷下ろしを⾏い、台⾞でブースまで運んでいただきますよう
お願いいたします。

■搬⼊出⾞両
申請

・搬⼊出時に、アリーナ内まで⾞両の乗り⼊れを希望される出展者は
事前の申し込みが必要です。申請書類4にて、お申し込みください。[3⽉23⽇(⽊)まで]
なお、「駐⾞⾞両許可証」では、
アリーナ内への⾞両進⼊はできませんのでご注意ください。

■搬⼊出⾞両
許可証の掲⽰

・「搬⼊⾞両許可証」は指定時間制となっています。
指定時間外はアリーナ内への進⼊はできません。

・「搬⼊⾞両許可証」「搬出⾞両許可証」が⼿元に届きましたら
必ず出展者名と⼩間番号、運転者の電話番号をご記⼊の上、
フロントガラス内側の外から⾒やすい場所に掲⽰してください。

■諸注意 ・アリーナ内の⾞両滞留時間は最⼤60分です。
荷下ろしを先に終了し⾞両を駐⾞場に移動した後、⼩間内の作業を⾏ってください。

・アリーナ内の⾞両での移動は安全確保のため、
運転席側の窓を開けハザードランプを点灯のうえ、最徐⾏にて通⾏してください。

・⾞両で進⼊する際の運転⼿･同乗者の⽅にも出展者パス、作業者リボンが必要です。
・アリーナ内に⼀時駐⾞する場合、必ずエンジンを切ってください。
・⾞両許可証に出展者名・ドライバーの電話番号の記⼊がない場合は、
アリーナ内に進⼊できませんので、必ずご記⼊ください。

※搬⼊出時は⼤変混雑が予想されますので、台⾞・⼿運びがオススメです︕
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３ 搬⼊･設営

■搬⼊･設営
スケジュール

4⽉14⽇(⾦) 搬⼊･設営(搬⼊⾞両許可証A/B)

時間 スケジュール 備考

10:00

14:00

16:00頃

17:00

22:00

搬⼊⾞両許可証A(4⼩間以上特装⼩間のみ)
⇒順次会場内への⾞両乗り⼊れ開始
オープンアリーナより⾞両⼊場

〜搬⼊設営開始

※⼩間内は16:00頃に通電予定です。

≪搬⼊⾞両許可証B≫
⇒順次会場内への⾞両乗り⼊れ開始
オープンアリーナより⾞両⼊場

〜搬⼊設営開始

通電開始

全⾞両アリーナから退場
※⼩間内での作業は可能です。

出展者全作業終了・退館
※⼩間内通電終了

■アリーナ内⾞両乗り⼊れには
搬⼊⾞両許可証が必要です。

■出展者パス、作業者リボンを
着⽤してください。

■場内へはスタッフが順番に誘導します。
■⾞両乗り⼊れ可能時間は

搬⼊⾞両許可証A 10:00~17:00
搬⼊⾞両許可証B 14:00~17:00

■オープンアリーナの搬⼊は
「レフト側」から進⼊
「ライト側」から退場の
⼀⽅通⾏となります。

※作業延⻑はできません。

※24時間通電をご希望の⽅は
申請書12にてお申し込みください。
※24時間通電をお申し込みの⽅以外
夜間通電がされません。
退館する際は必ず電源を切ってから
お帰りください。

場内の⾞両⼀時駐⾞60分以内

■諸注意 ■アリーナ内の⾞両移動は必ずスタッフの誘導・指⽰に従ってください。

・アリーナ内での⾞両の留置きはできません。60分以内に荷下ろし作業を⾏い、
終わり次第スタッフの指⽰に従い、速やかに指定の駐⾞エリアへご移動ください。

・アリーナ内の⾞両での移動は安全確保のため、
運転席側の窓を開けハザードランプを点灯のうえ、最徐⾏にて通⾏してください。

・⾞両で進⼊する際の運転⼿･同乗者の⽅にも出展者パス、作業者リボンが必要です。
・アリーナ内に⼀時駐⾞する場合、必ずエンジンを切ってください。
・⾞両許可証に出展者名・ドライバーの電話番号の記⼊がない場合は、
アリーナ内に進⼊できませんので、必ずご記⼊ください。

※搬⼊出時は⼤変混雑が予想されますので、台⾞・⼿運びがオススメです︕
※搬⼊･設営作業で発⽣したゴミは各出展者でお持ち帰りください。
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ゴミは必ずお持ち帰り願います。
会期後にゴミの放置を発⾒した場合は規定のゴミ処理料をご請求します。



４ 会期中

■開催期間中
スケジュール

4⽉15⽇(⼟)

時間 スケジュール 備考

8:00

9:45

10:00

16:00

16:30

17:00

関係者･駐⾞場⼊⼝オープン

アリーナ内台⾞使⽤終了

開場

閉場
※来場者の退場後、作業時間とします。

⼩間内通電終了

退館

■アリーナ内への⾞両乗り⼊れは
原則できません。

■⼊⼝でスタッフに出展者パスを
提⽰の上、スタッフの誘導に従い
外野側より台⾞で搬⼊してください。

■出展者の出⼊⼝は「⻄3ゲート」

※9:45以降は会場内で
台⾞の使⽤はできません。

※24時間通電をご希望の⽅は
申請書12にてお申し込みください。
※24時間通電をお申し込みの⽅以外
夜間通電がされません。
退館する際は必ず電源を切ってから
お帰りください。

■⾞両について ・より多くの来場者にご来場いただくため、
出展者⽤駐⾞場は1出展者につき1台までとなります。
※申請書類4にてお申し込みください。【 3⽉23⽇(⽊)締切 】
※追加は最⼤2枚まで。料⾦は¥2,000(税抜)/枚です。
※⾞両の留置はできません。

※搬⼊出時は⼤変な混雑が予想されますので、台⾞・⼿運びがオススメです︕
※開催期間中に発⽣したゴミは各⾃の責任でお持ち帰りください。

【ご協⼒のお願い】
来場者駐⾞場の確保のため、開催期間中は公共交通機関でご来場ください。

状況により早まる場合があります。

アリーナ内⾞両進⼊不可

・アリーナ内への⾞両乗り⼊れは原則できません。
・⼊⼝でスタッフに出展者パスを提⽰の上、スタッフの誘導に従い台⾞で搬⼊してください。
※9:45以降は会場内で台⾞の使⽤はできません。

■搬⼊⾞両に
ついて
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ゴミは必ずお持ち帰り願います。
会期後にゴミの放置を発⾒した場合は規定のゴミ処理料をご請求します。

会場内、台⾞使⽤不可



５ 会期中･搬出

■開催期間中
スケジュール

4⽉16⽇(⽇)

時間 スケジュール 備考

8:00

9:45

10:00

16:00

16:30

17:00頃

22:00

関係者・駐⾞場⼊⼝オープン

アリーナ内台⾞使⽤終了

開場

閉場
※来場者の完全退場後、
⼗分な安全が運営事務局により
確認でき次第、搬出扉解放

⼩間内通電終了

アリーナ内搬出⾞両進⼊開始

搬出･撤去作業終了･退館

■アリーナ内への⾞両乗り⼊れは
原則できません。

■⼊⼝でスタッフにパスを提⽰の上、
スタッフの誘導に従い
外野側より台⾞で搬⼊してください。
※9:45以降は会場内で
台⾞の使⽤はできません。

■出展者の出⼊⼝は「⻄3ゲート」

※24時間通電をご希望の⽅は
申請書12にてお申し込みください。
※24時間通電をお申し込みの⽅以外
夜間通電がされません。
退館する際は必ず電源を切ってから
お帰りください。
※出展者パス、作業者リボンを
必ず着⽤してください。

■4⽉16⽇のアリーナ内⾞両乗り⼊れには
搬出⾞両許可証が必要です。
※アリーナ内への⾞両乗り⼊れは

場内の安全確認後、
運営事務局の指⽰により開始されます。
（ただし運営事務局指定⾞両は除く）
※作業状況により時間が
変更になる場合があります。
※搬出⾞両は15:00まで駐⾞場に
進⼊できません。
※15:00から順次⾞両待機スペースに
誘導しますのでスタッフの指⽰に
従ってください。
※⾞両乗り⼊れ可能時間は

4⼩間以下 17:00頃〜21:00
5⼩間以上 17:00頃〜22:00となります。
※搬出⾞両は設営時と同様に
「レフト側」から進⼊
「ライト側」から退場してください。

※搬⼊出時は⼤変混雑が予想されますので、台⾞・⼿運びがオススメです︕
※開催期間中に発⽣したゴミは各出展者でお持ち帰りください。
※各出展者⼿配の業者は、
お客様が完全に退館してからアリーナ内に⼊場してください。

状況により早まる場合があります。

アリーナ内⾞両進⼊不可

12

ゴミは必ずお持ち帰り願います。
会期後にゴミの放置を発⾒した場合は規定のゴミ処理料をご請求します。

会場内、台⾞使⽤不可

状況により変動する場合があります。



６ 搬⼊経路

■周辺道路への
駐停⾞について

札幌ドーム周辺道路に駐⾞することはできません。
すべての時間帯において周辺道路での⼊庫待機、路上駐⾞はできませんので、
決められた時間に合わせて⾞両の⼿配をお願いします。
会場内駐⾞場は「出展者駐⾞許可証」(事前申込制)を提⽰した⾞両以外駐⾞できません。
なお「出展者駐⾞許可証」は開催期間中により多くの⼀般来場者にご利⽤いただくため、
無料分は1出展者につき1枚までしか申請できません。 (追加可能数最⼤2枚)

■諸注意 ・搬⼊出の際は運営事務局、警備、誘導スタッフの指⽰に必ず従ってください。
・会場内の作業進⾏状況により搬⼊出の時間が変更になる場合があります。
※状況に応じて開始時間を早める場合もありますが、終了時刻の変更はございません。

■搬⼊出経路

■搬⼊出動線図

＜アリーナ側搬⼊経路＞
■⾞両サイズ
・⾼さ3.8m以下
・10ｔ⾞以下

※⾞両進⼊時、メインの導線を
「○丁⽬」と呼称します。

13



宅配便による搬⼊出

14

■⾃社⼿配の
宅配業者
(搬⼊時)

搬⼊⽇および開催時間中に⼩間へ荷物を納品される場合は必ず「出展者本⼈」が受け取って
ください。
また、納品伝票は下記記⼊例を参考に必要事項を必ずご記⼊ください。

※運営事務局･札幌ドームでの代理受取り、預かりは⼀切⾏いません。
※配達希望⽇は必ず4⽉14⽇(⾦) 14︓00〜17︓00の間で⽇時指定してください。
※荷物の紛失等の場合につきまして、事務局･運営事務局では

⼀切の責任を負いませんので、予めご了承のほどお願いいたします。

【記⼊例】

送り先 〒062-0045 札幌市豊平区⽺ケ丘1番地
札幌ドーム内「環境広場ほっかいどう2023」

出展者名︓ ブース（⼩間）番号︓
受取⼈ ︓ TEL（受取⼈の携帯番号）︓

宅配業者
駐⾞場⼊⼝スタッフに「環境広場ほっかいどう2023」の納品に来た旨をお伝えください。

※イベント開催時間中のアリーナ内の台⾞使⽤はできませんのでご注意ください。
（台⾞の貸し出しもありません）

※開催期間中の宅急便については現地受取⼈と宅配業者が携帯電話などで連絡を取り合い、
荷物の受け取りをしてください。

宅配業者/出展者様
B1Fにて荷物の受け取り

７

出展者様
⾃社にてブース内へ移動。

■ 荷物の受取⽅法



宅配便による搬⼊出
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■事務局⼿配の
宅配業者
(搬出時)

７
ヤマト運輸の着払い(お届け先⽀払い)をご利⽤いただき、
下記の宅配集荷エリアに4⽉16⽇(⽇)16:45までに出展者様にて持込をお願いいたします。

・着払い伝票は16⽇(⽇)13:00以降運営事務局にてご⽤意しておりますので、
必要枚数お持ちください。

・宅配便サイズを超える⼤型のお荷物に関しましては、お受けできません。
※上限サイズは、縦・横・⾼さの合計が200cm以内、かつ重さが30kg以内
※1辺の⻑さは170cmまで、上下逆さまにできないなど

輸送状態に定めがあるお荷物は1辺の⻑さが100cmまでです。
・集荷時間（16:45）を過ぎたお荷物はお受けできません。
そのためイベント終了後、発送するものを優先して荷造りするなど、
お時間に余裕を持ってお持ち込みいただけますようお願いいたします。

・台⾞の貸し出しはありませんのでご注意ください。
・各出展者様の出展⼩間(ブース)への引き取り(集荷)は⾏いませんのでご注意ください。
・荷物の発送は17⽇(⽉)以降、順次発送となります。

到着を急ぐお荷物や着⽇指定はお受けできませんのでご注意ください。

■宅配集荷
エリア(B1F)



８ 各種許可証･パス
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■各種⾞両証

4 提出社 全出展者

申込み期限 3⽉23⽇

事前にお送りした
この番号の申請書類で
申込みできます。

各種⾞両証がない⾞両は札幌ドーム敷地内･アリーナ内へ進⼊できませんので、
忘れずに申請してください。

◇⾞両駐⾞許可証
《会期中、会場内駐⾞場に駐⾞する⾞両》
《会期中、送迎･運搬などでドーム敷地内に進⼊する⾞両》

※会期中いかなる場合があっても駐⾞証がないお⾞は
札幌ドーム敷地内に進⼊できません。(送迎･運搬など)
もしお忘れの場合などは、
出展者様⾃⾝で駐⾞証をお⾞までお持ちいただきます。
※許可証が⼿元に届きましたら
必ず許可証に出展者名・⼩間番号・運転者の電話番号を記⼊してください。
記⼊のない出展者は駐⾞場内に進⼊できません。
※⾞両駐⾞許可証の追加は2,000円(税抜)/枚
(追加可能数最⼤2枚)となります。
※駐⾞スペースは数に限りがございます。予めご了承ください。
【有効期間】

2023年4⽉14⽇(⾦)〜16⽇(⽇)
※駐⾞可能時間 14⽇(⾦) 14:00~22:00

(特装4⼩間以上は10:00~駐⾞可能)
15⽇(⼟)16⽇(⽇) 8:00~閉場まで

１出展者につき１枚まで無料で申請可 申請

要

一部有料

◇搬⼊⾞両許可証･搬出⾞両許可証
《搬⼊出のためだけにアリーナ内に進⼊する⾞両》

※搬⼊⽇はアリーナでの荷降ろし後、
指定場所に速やかに移動し駐⾞してください。

※許可証が⼿元に届きましたら
必ず許可証に出展者名･⼩間番号・運転者の電話番号を記⼊してください。
記⼊のない出展者はアリーナ内に進⼊できません。

【有効期間】
搬⼊A ︓2023年4⽉14⽇(⾦) 10:00〜17:00
搬⼊B ︓2023年4⽉14⽇(⾦) 14:00〜17:00
搬出 ︓2023年4⽉16⽇(⽇) 4⼩間以下17:00頃〜21:00
搬出 ︓2023年4⽉16⽇(⽇) 5⼩間以上17:00頃〜22:00
※搬出の開始は来場者の退館状況に応じて
遅くなる場合がございます。

申請

要

無料

◇搬⼊出作業者リボン
《搬⼊出時のみ会場内出⼊り許可証》

※会場内セキュリティチェックのため必ず警備員及び
スタッフに⾒えるように着⽤してください。
着⽤の確認が取れにくい場合、警備員及びスタッフ
がお声がけする場合もあります。

※搬⼊⽇・搬出⽇のみ有効。
搬出作業終了後、返却してください。

【有効期間】
2023年4⽉14⽇(⾦)16⽇(⽇)来場者退場〜

申請

要

無料

■出展者パス ◇出展者パス
《会場内への出⼊り許可証》

※会場内セキュリティチェックのため必ず警備員及び
スタッフに⾒えるように⾸から下げて着⽤してください。
着⽤の確認が取れにくい場合、警備員及びスタッフが
お声がけする場合もあります。

【有効期間】
2023年4⽉14⽇(⾦)〜16⽇(⽇)

申請

要

一部有料＋追加パス(1,000円(税抜)/枚)
1出展者につき5枚まで無料

場内の⾞両⼀時駐⾞60分以内



整理番号 室名 使⽤者 ⾯積(㎡）
１塁側 1 控室Ａ 32

アウェイ側

4 監督･コーチ室(１) ⼤⼩間出展者控室① 34
5 ⼀塁側選⼿ロッカー室 出展者控室① 167
7 選⼿ラウンジ(１) ⼤⼩間出展者控室② 86
8 医務室 医務室 54
9 主催者室 主催者控室 23
10 ホームフロント室 主催者控室 43
11 試合管理⼈室 主催者控室 11
12 グランドキーパー室 11
13 ミラールーム(１) 富良野⾃然塾 44
14 ⼀塁側ブルペン 390

整理番号 室名 室名 ⾯積(㎡）
3塁側 31 控室Ｂ 18

ホーム側

32 選⼿ロッカー室(Ｂ) ⼤⼩間出展者控室③ 106
34 監督･コーチ室(３) ⼤⼩間出展者控室④ 34
37 選⼿ラウンジ(３) 87
38 ドーピング検査室 授乳おむつ替え 61
39 審判員控室 運営備品庫 23
40 審判員室 運営事務局 43
41 放送室 指定管理業者控室 11
42 ビジターフロント室 施⼯関係控室 11
44 ミラールーム(３) 着ぐるみ控室 44
45 三塁側ブルペン スタッフ控室 390
47 多⽬的室(２)

セミナー控室
79

48 多⽬的室(３) 41
49 多⽬的室(４) 29

外野側
51 外野側イベント控室(１) ステージ出演者控室 99
52 外野側イベント控室(２)

授乳おむつ替え
32

53 外野側イベント控室(３) 31

９ 出展者控室①

17
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※控室の場所は調整中のため変更になる場合があります。



９ 出展者控室②
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整理番号 室名 ⾯積(㎡）

地下１階

62 控室(２) 27
64 プレスワーキングルーム 警備スタッフ控室 169
66 控室(３) VIP控室 18
67 控室(４) VIP控室 17
68 控室(５) VIP控室 35
69 控室(６) VIP控室 25
70 控室(７) VIP控室 25
71 控室(８) VIP控室 25
72 控室(９) VIP控室 43
73 ＶＩＰラウンジ( A ) 251
75 ＶＩＰラウンジ( B ) 251

※控室の場所は調整中のため変更になる場合があります。



10 徒歩での出展者出⼊⼝
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■出展者パス 出展者パスがない⽅はアリーナ内へ進⼊できません。
必ず着⽤してください。
※申請書類4にて申請できます。

出展者・ステージ関係者
出⼊⼝

出展者駐⾞場



出展規則



1 出展規則
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■⼀般規定
■注意事項

出展者は以下に述べる各規約、主催者からの案内及び、本ガイドブックに記載の各規定を
遵守しなければなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、出展者に対し、
その時期を問わず、出展申し込みの拒否、出展の取消、⼩間･展⽰品･装飾物の撤去･変更
を命じる事ができます。その際、主催者の判断根拠などは公表しません。
また出展者からの事前に⽀払われた費⽤の返還および、出展の取消、⼩間･展⽰品･装飾物の
撤去･変更によって⽣じた出展者および関係者の損害も補償しません。

(１) 出展物について
◯出展物は、適法かつ正当な権利を有する物に限ります。主催者から要請があった場合、
出展物に関して適法かつ正当な権利を有する事を証明する事とします。適法かつ正当な
権利に基づかないと判明した場合は、主催者は出展者に対し予告なく出展を停⽌させ、
また損害の賠償を求める事ができます。

◯主催者は、実演の⾳･操作⽅法･材料またはその他の理由から問題があると思われる
展⽰を制限する事や、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
あるいは撤去する事があります。

(２) 出展物の管理と免責
◯主催者では、警備員を配置するなど会場内の保全・管理に最善の注意を払いますが、
出展物の保護については出展者⾃⾝で⾏って下さい。主催者は⼀切の物品の預かり・
保管を⾏いません。また、盗難・紛失・損傷などの事故やあらゆる原因から⽣じる
損失または損害に、主催者は責任を負いません。
盗難が発⽣したときには、直ちに運営事務局へ詳細を連絡の上、所轄警察署に
出展各位にて届出を⾏い、現場検証と保険会社への⼿続きを⾏うようにしてください。

(３) 事故防⽌および責任
◯出展者は、出展物や装飾物の搬⼊・展⽰・実演などにあたっては事故防⽌に努めて下さい。
万⼀、事故発⽣の際には、安全確保を⾏うと同時に速やかに運営事務局にご相談ください。

◯主催者は、出展者の前記に関する⾏為について必要と認めた際は、事故発⽣防⽌のための
処理を命じ、その作業の制限、もしくは中⽌を求める事があります。

◯出展者は、事故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営または展⽰会の
建造物もしくは⼈⾝に対する⼀切の損害について責任を負うものとします。

(４) 書類の提出
◯出展者は、主催者から提出を求められた書類を指定期⽇までに届け出なければなりません。
◯指定期⽇に遅れた場合、出展申込事項を履⾏するか否かを決定する権利は主催者が

持ちます。
◯出展者は、出展申込の内容に変更が⽣じた場合、速やかに書⾯にて主催者に
連絡しなければなりません。

(５) ストックスペース
◯出展ブース1⼩間あたり2㎡(1m×2m)のストックスペースの⽤意が可能です。
申込制となっておりますので「申請書15 ストックヤード申請書」にて
お申し込みください。追加で必要な場合も同様にお申し込みください。(有料)
※有料ストックヤードはお申し込みが確保とはなりませんのでご注意ください。
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(６) 喫煙について
◯会場内は禁煙です。喫煙は指定の場所のみとなります。

(７) 保険
◯出展者が責を負うべき不測の事態に備え、盗難保険などの損害保険･賠償責任保険･
財物毀損保険などの保険に加⼊する事をお勧めします。

(８) 出展者の⼩間への常駐
◯出展者は搬⼊⽇･会期中･搬出⽇を通じ、必ず⾃社の⼩間内に常駐し、来場者への対応、
出展物の管理などにあたってください。

(９) 館内放送について
◯会期中の呼び出しなど場内放送は原則として⾏いません。札幌ドーム内では携帯電話の

使⽤が可能です。また、出展者が⼩間内で⾏う実演についても場内放送は⾏いませんので、
⼩間内に案内サインを出すなど⾃社で対応して下さい。

(10) ⼩間の転貸しの禁⽌
◯出展者が、主催者の許可なく第三者に⼩間全体または⼀部の転貸しを⾏ったり、無料貸与
を⾏う事は禁⽌します。また、他社との交換･譲渡･貸与なども禁⽌します。

(11) 清掃
◯ゴミ･残材･廃棄物などは⾃社で必ずお持ち帰りください。
◯撤去後、⼩間内で処理されていないゴミを発⾒した場合は、後⽇運営事務局から
ゴミ処理費を請求させていただきます、予めご了承ください。

(12) 撮影及び模写
◯報告書などの資料作成⽬的に限り、会場内の撮影を許可します。
撮影を⾏う際は、必ず出展者と識別できるパス等を着⽤して下さい。
撮影された写真を外部向けメディアで使⽤する際は、
写真内の⼈物の肖像権･著作権について主催者は⼀切の責任を負いません。
出展者と写真内⼈物間で直接肖像権･著作権について使⽤許諾をとってください。
※ステージプログラムの撮影は原則として許可されません。

(13) 展⽰会の中⽌および会期・開場時間の変更
◯主催者は、社会情勢･天災･事故･その他不可抗⼒により、開催が不適当であると
認められる場合は、⾃⾝の判断により会期を変更もしくは開催の中⽌･中断をすることが
あります。主催者はこれによって⽣ずる損害･費⽤の増加などについて、
責任を負わない事とします。また、主催者は、⾃然災害･交通機関の遅延･社会不全など
によって⽣じた出展者および関係者の損害は補償しません。

■⼀般規定
■注意事項
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(14) 個⼈情報の取扱について
◯出展者は、展⽰などを通じて、来場者から個⼈情報を取得する場合、個⼈情報保護法
および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得を⾏ってください。利⽤⽬的を公表・
通知し、その範囲内で利⽤して下さい。特に第三者提供を⾏う場合は、必ず個⼈情報の
情報主体から同意を得てください。

◯出展者は、展⽰などを通じて取得した個⼈情報について、法律に定められた安全管理を
遵守し、適切な管理･運営を⾏ってください。

◯出展者は、展⽰などを通じて取得した個⼈情報の開⽰、訂正、追加、削除、利⽤の停⽌、
消去、苦情の訴えを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってください。

◯出展者は、展⽰などを通じて取得･管理･運営する個⼈情報の情報主体または、
情報主体と主張する者との間で、紛争などが⽣じた場合、両者で協議して当該紛争の
解決にあたってください。

(15) その他
◯出展者は、⾃社の⼩間以外の場所でサンプル品などの配布･宣伝･サービスの提供を
⾏わないでください。

◯出展者は、電気⼯事･装飾⼯事などを必要とするときは、別項に規定する申込⼿続きを
とり、それに必要な料⾦をお⽀払いください。

◯出展物の輸送･搬⼊出･展⽰･実演その他出展者の⾏為に要する経費は全て出展者の
負担となります。

○会場内への、ペットボトル・ビン・⽸の持ち込みは禁⽌となります。

■禁⽌事項 会場となる札幌ドームでは、⼩間の運営にあたり禁⽌事項があります。
以下の項⽬を熟読の上、実施内容の決定をお願いいたします。

・裸⽕の使⽤
・調理⾏為を伴う飲⾷物の取扱い(事務局指定の出展者のみ可能）
・ドリンク類の販売(事務局指定の出展者のみ可能）
・アルコール類の販売(事務局指定の出展者のみ可能）
・ペットボトル、瓶、⽸の販売・配布
・イベント開催時間中の台⾞の使⽤
・政治、宗教等の勧誘活動
・募⾦、寄付活動(事務局指定の出展者のみ可能)

■⼀般規定・
注意事項

(16) 開催の中⽌・中断
○国による新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌に伴うまん延防⽌等重点措置や
災害などの不可抗⼒によって開催不能または継続困難となった場合
主催者の判断により開催を中⽌または中断する場合があります。
主催者側の判断で中⽌または中断した場合、主催者に⽀払われた出展料は
以下の基準により返⾦いたします。

・2023年3⽉31⽇(⾦)以前・・・・・・・・・・・出展料の100%
・2023年4⽉ 1⽇(⼟)〜 3⽇(⽉)・・・・・・・・出展料の90%
・2023年4⽉ 4⽇(⽕)〜 9⽇(⽇)・・・・・・・・出展料の60%
・2023年4⽉10⽇(⽉)〜12⽇(⽔)・・・・・・・・出展料の30％
・2023年4⽉13⽇(⽊)〜16⽇(⽇)・・・・・・・・出展料の0％
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■基本仕様 ○⼩間サイズ(基本ブース)
間⼝3.0ｍ×奥⾏3.0ｍ×⾼さ2.4ｍ (1⼩間約9㎡) ※システムパネル

○社名看板（出展者名表⽰）
サイズ : 300mm × 1200mm
各⼩間の社名看板には⼩間番号･出展者名･SDGsマークが表記されます。
(ロゴマーク、指定書体での表記はできません)
※フォーム申込にご記⼊いただきました16⽂字以内の「出展⼩間表記」が

表⽰されます。
万が⼀変更が必要な場合は、早急に運営事務局までご連絡ください。

○⼩間の仕様
通路へのはみ出しがないように⼗分にお気をつけください。

○⼩間イメージ(基本ブース)

※⼩間内で使⽤する備品類の付帯はございませんので、
運営事務局リース(申請書類13)をお申込みいただくか⾃社にてご⼿配をお願いいたします。

※⼩間配置は主催者にて決定させていただきます。
※システムパネルの⾊は選択できません。

申込フォームでチェックしていただいた
SDGsマークがはいります。

■パラペットサインイメージ ※デザインは変更される場合があります。

申請書類 基でご記⼊いただいた
16⽂字以内の⼩間表記がはいります。

[システムパネル仕様]
システム部材 ︓オクタノルム
壁⾯パネル ︓防炎パネル
ポール・ビーム︓アルミシステム
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■装飾規定 （１）バックパネルおよび隣接⼩間との仕切りについて
◯開放⾯は位置によって異なります。

主催者が決定した⼩間位置で⾓⼩間となった場合、
通路側の壁⾯(袖パネル)はつかず、パラペットのみとなります。
通路側にパネルが必要な場合は申請書5「装飾・施⼯申請書」にて
事前に申請ください。

○側⾯パネル開放感のある会場づくりを⾏う為、前側⾯パネルを開⼝とします。
側⾯パネルの追加に関しては、隣接ブースの許諾が必要とされますので、
予め事務局に申請ください。
また、側⾯パネルの追加は有料となり、
申請された企業のご負担となりますのでご了承ください。
※側⾯パネル︓5,000円/1枚（税別／左右の場合は×２）

◯床はコンクリートとなりますので、パンチカーペットを希望する場合は、
申請書類14「パンチカーペット申請書」にてお申込ください。(有料)

（２）装飾について
◯主催者で設置するパネルおよび柱への⽳あけ・切断・釘打ちなどの直接⼯作・加⼯は

原則として禁⽌しております。マジックテープ、セロハンテープなどの弱粘着性テープや
専⽤の吊り下げ⾦具（ピクチャーワイヤー、フック）などの加⼯は可能です。
※ガムテープ、両⾯テープの使⽤はご遠慮ください。
※経師貼りをする場合は、別途⽊⼯パネルを⽴ててください。

◯会場床⾯へのコンクリート釘またはドライピット鋲などの打込みは禁⽌されています。
またペンキなどの塗料の直接塗装、接着剤を塗布した貼付けや弱粘着性以外の
両⾯テープの使⽤も禁⽌されています。

◯装飾の⾼さ制限は、1~3⼩間の場合は、⾼さ2.4m以下まで。4⼩間以上の装飾物の⾼さは、
6m以下とします。のぼり・バルーンを使⽤される場合は、セットバック内で10m以下に
してください。（下記、⾼さ・壁⾯の設営規定をご参照ください）
※2〜3⼩間の⼟間渡しの場合は⾼さ3.6ｍ以下とします。

◯ヘリウムガスを使⽤したバルーンを使⽤する場合は、天井へ⾶ばないように確実に固定
して下さい。夜間などスタッフ不在時に不測の事態に備えて紙ウエイトでおもりを付ける
など、対処をお願いいたします。
※万が⼀、浮遊し天井にて停滞した場合は撤去費が発⽣いたします。

◯スプリンクラー設備の散⽔障害または感知障害となる天井張り、屋根等を設ける事は
できません。ただし、天井または屋根などによる遮光、遮⾳、断熱、防塵などの処置が
必要な展⽰設計の場合は、事前に設計図⾯(平⾯･⽴⾯)を運営事務局まで提出して下さい。
所轄消防署に提出、協議の上、後⽇結果をご連絡させていただきます。

◯⾞両の展⽰については、展⽰⾞両の周囲2mを開放する必要があるため、4⼩間以上から
可能となります。また展⽰⾞両の⾞検証のコピーもしくは諸元表の提出が必要です。
なお、燃料となるガソリンについてはエンプティランプ点灯まで減らす事が
条件となります。
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■装飾規定 （３）施⼯上の注意事項
◯札幌ドームは消防法令、⽕災予防条例等により、防災防⽕対象物に指定された装飾品に
ついて防炎物品の使⽤が義務づけられています。下記の項⽬について万全を期して
ください。装飾施⾏中および会期中に消防当局の査察が⾏われる場合は出展者および
関係者の⽴会にご協⼒ください。

A）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できません。

B）展⽰⽤合板・繊維板は、厚さに関係なく全て上記の防炎合板を使⽤してください。
C）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
差し⽀えありません。

D）カーテン・幕類・クロス・布紙・その他の可燃紙物品を使⽤する場合には、浸漬
加⼯の防炎処理済シールのついた物を使⽤してください。現場で吹き付けるなどの
加⼯は認められません。
※防炎シールは、カーテンなどの防炎物品⼀つ⼀つに付けてください。
※防炎シールは（財）⽇本防炎協会発⾏のものに限ります。

E）発泡スチロールなどの⽯油化学製品（アクリル・ウレタン・アセテート・ナイロン・
ポリエステル・ポリカーボネート・ホンコンフラワー）は、防炎性能を与えることが
困難であるため極⼒使⽤しないでください。

F）バックヤードなどの仕切りに使⽤するアコーディオンカーテン・カーテン類は防炎
物品を使⽤してください。

G）防炎表⽰制度による「防炎ラベル」は次項のラベルをご参照ください。

◯通路上に施設や表⽰を設けないでください。
◯作業は必ず⾃社の⼩間内で⾏ってください。通路または他の⼩間内を使⽤するなど

他社の迷惑となる⾏為を禁じます。
◯施設を毀損・汚損または漏⽔するおそれがある場合は、あらかじめ養⽣をしてください。
◯会場設備・基礎⼩間・他社の装飾および出展物を破損した場合は、速やかに事務局へ
届け出てください。当該出展者の負担において修復するものとします。

◯会期中に展⽰設備および装飾の模様替えをすることは原則としてできません。
◯装飾物および出展物などを、会場の天井・柱・壁など既存の物から吊り下げたり、もたせ
掛けることは禁⽌します。

◯⼩間内床にカーペット類を敷く場合、すべて弱粘着性両⾯テープで固定してください。
◯⼩間造作および展⽰物は地震などにより転倒・落下・移動などないよう確実に固定・取付
してください。

◯屋内消⽕栓・消⽕器・⾃動⽕災報知設備・誘導灯・標識などの防炎設備の周辺および
点検⼝周辺は、展⽰品・装飾品などで隠さないでください。また、その付近に使⽤の際に
障害となる展⽰や造作物、その他の物品を放置しないでください。

◯搬⼊作業をスムーズにするため、会場内での作業は予め⼯作、成形したものを組み⽴てる
等して最⼩限にとどめてください。

◯出展者が独⾃に装飾⼯事を⾏う場合には、展⽰会全体の統⼀を⼗分に考慮された上で施⼯
してください。また明らかに常識の範囲を超える装飾物に関しては運営事務局の
裁定により撤去することがありますのでご注意ください。

防炎カーペット

防炎合板および布類
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■装飾規定 （４）規定の遵守
◯禁⽌事項に違反、または不完全な装飾の場合には、⼯事の変更・中⽌または撤去を命ずる
可能性がありますので、計画・設計に際して⼗分にご注意ください。主催者および関係
官公署は、これによって⽣ずる損害、費⽤の増加、その他不⾜の事態について責任を
おいません。

（５）禁⽌事項
◯床⾯へのアンカーボルト、釘等の打込み。
◯天井・壁⾯・扉・ガラスへの直接⼯作（釘打ち、削りなど）
◯その他、これまでに記載された注意事項は必ずお守りください。

（６）原状回復
◯出展者が会場に⼯作を施した場合および会場内諸設備を破損した場合は、
会期終了後までに原状回復をお願いします。回復が⼗分でなく、または期間中に⼗分回復
がおこなわれないため、主催者が代わってこれを実施した場合は、その回復に要した
費⽤を当該出展者に請求させていただきます。

（７）その他
◯⾃社⼩間の装飾について、不明な点がございましたら運営事務局までご連絡ください。
ご希望の装飾⽅法などをご提案させていただきます。

（８）防炎ラベル画像
◯前項に記載した防炎ラベルについて、以下の画像を参照してください。

彩⾊は、地を⽩地、⽂字「防炎」を⾚⾊、
他の⽂字および横線は⿊⾊。

防炎カーペット 防炎合板およびカーテン・布類
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■実演・試⾷
試飲・販売

（１）実演
パンフレットやノベルティなどの配布、出展物の説明のためのあらゆる⾏為、サイン会や
抽選会をはじめとしたイベントの実施、アンケートの勧誘および記⼊といった⾏為を
実演と呼びます。これらすべての実演にあたっては、混雑整理、安全確保に⼗分配慮
してください。

①⽕気器具など使⽤はできません。
②出展者は、出展物に必要な電気の供給を受けることができます。(申請書類12･有料)
③実演によって極度の⾳響・光熱・熱気・じんあい・振動などが発⽣する場合は、
あらかじめ予防措置をとってください。

④主催者は、会場の保全・管理・秩序の維持・公衆の安全のため、⽀障があると認めた
実演については出展者に必要な対策をお願いすることがあります。また、実演を制限
または中⽌していただくこともあります。

⑤実演および説明を⾒聞きする⼈が多数通路に⽴ち⽌まり、通⾏を妨げ、他の出展者に
迷惑を及ぼすなど会場管理に⽀障をきたすおそれがある場合は、前項に準じます。
以下の点に注意してください。
A）来場者が⼩間内から⼤きくはみ出さないようにしてください。
B）サンプリング、アンケートの記⼊、アトラクションの待機などにより、

来場者が⼩間の前に多く滞留しないようにしてください。
C）隣接⼩間あるいは対向⼩間の前に来場者が広がらないようにしてください。
D）混雑が予測される場合は、事前に誘導計画を事務局へ提出して下さい。
E）サイン会などブース内でイベントを実施される場合は、事前に運営⽅法を
運営事務局へ提出して下さい。

⑥⼩間内のワイヤレスマイクの使⽤は禁⽌とさせていただきます。
⑦出展者の実演により万⼀事故が発⽣した場合、当該出展者は必要な措置をとると
ともに、ただちに運営事務局まで連絡してください。

（２）⾳量規制
実演に際し⾳響機器を設置する場合は、⾳量を75db以下にした上で、以下の点に
注意してください。

①マイク使⽤時の規制について
マイクを使⽤して商品説明や宣伝をする場合は、会場内の騒⾳対策または
周辺出展者の迷惑などを考慮して、極⼒⾳量を抑えて実施してください。
マイク使⽤により周囲に⽀障が⽣じ、主催者が妥当でないと判断した場合は、
当事者間で使⽤時間をずらすなど調整を依頼したり、⾳量などの調整または中⽌を
求めることがあります。
尚、⼩間内のワイヤレスマイクの使⽤は禁⽌とさせていただきます。

②AV機器使⽤などの留意点
AV機器などを使⽤して商品説明や宣伝をする場合は、スピーカーを⼩間内の内側に
向けて設置し、他の出展者の迷惑とならないよう注意してください。

③会場内の騒⾳対策
展⽰規模により発⽣する過度の⾳量は、緊急時の⼀⻫放送の障害となるほか、
他の出展者の迷惑となりますので、⾳量を極⼒下げてください。
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■実演・試⾷
試飲・販売

（３）サンプリング（ノベルティ・チラシなど）
サンプリングを⾏う場合、申請書類1に記⼊して下さい。
各種申請書類は3⽉16⽇(⽊)までに運営事務局まで提出して下さい。
※配布物がふさわしくないと主催者が判断した場合、サンプリングをお断りする事があります。
※ビン･カン･ペットボトル類･プラスチックコップでのサンプリングは実施できません。
(紙コップでの試飲は可能です。)
※個包装の⾷品をサンプリングする際は、ブース内での試飲・試⾷か帰宅後に

開封いただくようご案内してください。
また商品詳細や内容のわかるラベル画像を添付した申請書の提出が必要です。

※配布する⾵船へのヘリウムガスの使⽤は禁⽌とさせていただきます。

（４）物販
物販を⾏う場合、申請書類1に記⼊して下さい。
各種申請書類は3⽉16⽇(⽊)までに運営事務局まで提出して下さい。
※⾷品については⾷品表⽰ラベルの写真提供が必要となります。
※販売物がふさわしくないと主催者が判断した場合、物販をお断りする事があります。
※調理⾏為を伴う物販はできません。
※販売⼿数料は15％となります。
※開催⽇ごと指定⽤紙に売上報告を記載し運営事務局へご提出ください。

（５）試飲･試⾷･飲⾷物の販売
試⾷･試飲･飲⾷物の販売を⾏う場合は、申請書類 保「保健所申請①･②」に記⼊して下さい。
各種申請書類は3⽉16⽇(⽊)までに運営事務局まで提出して下さい。
また、設営⽇に所轄保健所の査察が⾏われます。
関係者の⽴会が必要となりますのでご協⼒ください。
設備や提供⽅法に不備があった場合は、出展者に対し改善措置を要求いたします。
改善が認められない場合、試飲･試⾷･飲⾷物の販売の中⽌を求める事があります。
札幌ドームでの試飲･試⾷･飲⾷物販売は、札幌ドームの事前審査があります。
ご提出いただいた内容により実施できない可能性もございますので予めご了承ください。
①⾷器は紙の使い捨てワンウエイ容器を使⽤してください。
②試飲・試⾷を⾏う場合は簡易⼿洗セット(※1)の設備が必要です。
③⽣ものの試⾷は禁⽌とさせていただきます。
④調理⾏為をともなう試⾷は禁⽌ですが、ホットプレートまたは電⼦レンジを使⽤し、
試⾷・試飲品を温める⾏為については例外を認めます。
⑤試飲・試⾷はブース内で実施し、使⽤した容器は必ずその場で回収してください。
フードゾーン以外での⾷べ歩きは禁⽌です。来場者が試⾷品を持ち歩くことのないよう
運営を⾏なってください。
※1︓簡易⼿洗セット
① 20ℓコック付きポリタンク+排⽔受け⽫⽤バケツ
② 消毒⽤アルコールスプレー

試飲･試⾷と考えられる範疇は、使い捨ての容器を使⽤し1回の提供量が⼀⼝程度の分量
です。提供量によって試⾷と認められないケースもありますので、ご注意ください。
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■待機列計画 下記を参考に混雑時の待機列および整備⽅法について必ず計画してください。
会場内は動線が⾮常に狭くなっておりますので、
出展者にて計画･必要備品の準備をお願いいたします。

①待機列が隣接の⼩間にはみ出さないようにしてください。
②待機列が通路を塞がないようにしてください。
③待機列の整備は出展者にて⾏ってください。
④混雑が予測される場合はパーテーションや最後尾サイン、待機列整備専任スタッフを

予めご⽤意ください。
⑤混雑状況により、事務局から⼩間内の⼊場規制のお願いや、待機列整備の指導をさせて
いただく場合もございます。

待機列計画は下記の計画例を参考にしてください。

A社 B社

C社

D社

E社

隣接⼩間に
はみ出している

通路をふさいでいる

A社 B社

C社

D社

E社

最後尾
こちら

ポイント
l⼩間からはみ出さないように待機列を作る
l最後尾を案内するスタッフを配置する

待機列計画例

（６）注意事項
サンプリング･物販･試飲･試⾷について、⼝に⼊れる物(飲⾷物等)を取扱う場合は、
所轄保健所への書類提出が義務づけられております。
必要な提出書類を提出期限までに提出していただきますようお願いします。
※所轄保健所によって必要な設備や提出書類などが異なります。ご了承いただき、
札幌ドームの規定に沿っていただきますよう、ご協⼒ください。

※アレルギー表⽰など明記していただくか、スタッフが回答できるようにして下さい。
実施⽅法等ご不明な点がありましたら、運営事務局までその都度ご確認ください。

※地⾯に油等をこぼした場合は、清掃代をご請求する場合がございます。

■実演・試⾷
試飲・販売



ステージイベント注意事項
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■注意事項 ○出演当⽇は本番時間の30分〜60分前までに会場へ来館し、
ステージ裏のステージ運営本部までお越しください。

○会場⼊り後に進⾏の確認及び打ち合わせ（司会者含）をお願いいたします。

○リハーサルの必要な場合でも、時間に限りがありますので通しでのリハーサルは
出来ません。

○控室等は専⽤での使⽤は出来ない可能性がありますのでご了承ください。

○貴重品などは各⾃の管理でお願いいたします。

○本番時間はステージ上の準備と撤去を含めた時間ですので、必ず時間内に終了願います。

○ステージ出演にあたり、⾳源を使⽤する場合は事前にご提出をお願いいたします。

○持込⾳源がＣＤの場合は、極⼒コピーＣＤではなく、元ＣＤでお願いいたします。
※⾳源使⽤の場合は事前にご提出をお願いいたします。

○駐⾞場ご利⽤の場合はドーム内まで時間が掛かりますので余裕を持って来館願います。

○出演者等の⼊⼝は、⻄3ゲートとなります。

○楽器及び備品など⼿運びの出来ない荷物に関しては、搬⼊経路を指⽰いたします。

○当⽇はYoutube上でライブ配信を実施いたします。
配信終了後は、アーカイブ配信を実施いたします。

※その他、ステージイベント実施に伴い不明点などがある場合は、担当者と事前に
相談・調整を⾏ってください。



緊急時対応
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■緊急時に
ついて

会期中、地震や⽕災など緊急事態が発⽣した場合は、下記のフローに沿って
⾏動してください。必要に応じて館内放送等で避難等の対応指⽰をいたしますので、
それに従ってください。

■緊急時連絡
⽕災発⽣ 主催者へ

通報・連絡 初期消⽕
案内放送
避難誘導
応急救護

状況判断
催事開催の

判断

地震発⽣ 来場者案内 避難誘導 周辺の
状況確認

催事開催の
判断

※震度5弱以上の地震の場合は会場より⾮常放送を実施致します。
※震度5弱未満の地震の場合は主催者より必要に応じて避難誘導やご案内を⾏います。

救急の発⽣ 通報・連絡 応急⼿当 情報収集 救急⾞搬送

※急病・怪我⼈が発⽣した場合は症状から緊急性を確認し、移動可能な場合は救護室等を
利⽤できます。（本番会期中は看護師が常駐しています）

※重篤な場合は、本⼈もしくは関係者に確認して119番に通報します。

事件・事故
発⽣ 通報・連絡 安全確保 初期対応

現場の保全
催事開催の

判断

■拾得物･迷⼦
について

会期中、イベントエリア内で拾得物・迷⼦のお⼦様を発⾒された場合は、
速やかに会場内「インフォメーション」まで届出をお願いいたします。
遺失物・迷⼦のお⼦様を捜している⽅がいらした場合も
「インフォメーション」をご案内ください。

主催者からのお願い



緊急時避難導線経路

■避難導線経
路（B2F）

避難が必要な場合は館内放送などで案内します。その際は札幌ドームのスタッフ、主
催者のスタッフ、警備員などが誘導しますので、ご協⼒をお願いします。

2

■避難導線経
路（B1F）
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緊急時避難導線経路

■避難導線経
路（1F）

2

■避難導線経
路（2F）

38



３ 新型コロナウイルス感染防⽌対策
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(１)⾶沫の抑制の徹底
○会場⼊⼝にてサーモグラフィーでの検温時にマスク着⽤のチェック及び⼿指消毒の徹底
○会場内でのマスク着⽤の徹底

(２)⼿洗、⼿指・施設消毒の徹底
○会場内各所に⾃由に来場者が使⽤できる⼿指消毒剤を設置。
○アナウンス等での⼿洗・⼿指消毒の呼びかけ。
○会場内に飲⾷ができるフードゾーンを設置。
テーブル・イス等を配置し、スタッフが定期的に消毒する。

(３)換気の徹底
○札幌ドームの空調管理システムにて常時換気を実施する。

(４)来場者間の密集回避
○⼊場時の密集を避けるためドーム⼊⼝を南北2か所に設け、誘導員を配置する。
○来場者を⼊⼝でカウントし、1時間ごとに集計。
混雑状況の把握・管理をし、密集時には誘導員が適切な誘導をする。

○イベント会場の⼊⼝・出⼝は各1箇所とし、⼊退場者の管理を⾏うことで、
会場内の密集を避ける。

(５)飲⾷時の感染対策
○イベント会場内のフードゾーン以外での⾷べ歩きは禁⽌する。
○飲⾷中以外のマスク着⽤を推奨する。
○イベント会場内でのアルコールの提供は禁⽌する。
○イベント会場内に飲⾷ができるフードゾーンを設置。
テーブル・イス等を配置し、スタッフが定期的に消毒する。

(６)出演者等の感染対策
○出演者やスタッフもドーム⼊場の際の検温・⼿指消毒を徹底。

発熱の症状があるものは来場不可とする。



消防署･保健所への必要事項提出について
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■提出書類 各ブースの取扱･運営内容によって消防署･保健所への書類提出が必要な内容があります。
本項および次項以降の記述内容を熟読の上、各種申請書類を運営事務局へ期⽇までに
ご提出ください。
※期⽇までに申請書類が到着しない場合、実施内容の許可がおりない可能性があります。
その場合、運営･実施内容に変更を求められる場合がございますので、ご注意ください。

■消防署 以下の内容に該当する出展者は、消防署への書類提出が必要です。

◯提出書類5「装飾･施⼯申請書」の提出が必要【提出期限3⽉23⽇(⽊)まで】
・⾃社⼩間の装飾で合板、布類、カーペット等を使⽤する場合
・危険物品の持込が必要な場合

◯申請書類「禁⽌⾏為解除申請書」の提出が必要
・危険物品の持込が必要な場合
※申請書類「禁⽌⾏為解除申請書」が必要な場合は運営事務局までお問い合わせください。

■保健所 以下の内容に該当する出展者は、保健所への書類提出が必要です。

◯申請書類書類 保①･②「保健所申請書類①･②」の提出が必要
【提出期限3⽉16⽇(⽊)まで】
○取り扱い商品の試飲･試⾷を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で営業許可を伴う調理⾏為を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で飲⾷物の販売を⾏う場合

上記、消防署･保健所への申請は運営事務局が代⾏して申請を⾏いますので、
期⽇までに申請書類を提出して下さい。



２ 保健所への届出･申請について
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■保健所への
申請について

会場内で飲⾷物を取扱う出展者は全て保健所への書類提出が義務づけられています。
取扱い製品で保健所への届出が必要か不必要か不明な場合は、運営事務局へご確認ください。

■会場内査察 開催前、開催中に札幌市保健所の査察が⾏われます。
査察時には現場責任者が必ず⽴ち会ってください。
また、指導があった場合は、その指⽰に従ってください。

■試飲･試⾷の
基準

冷凍･冷蔵で保存する必要のない⾷品をそのまま提供するか、電⼦レンジまたはホットプ
レートで加温して提供できる⾷品のみとします。
また、試飲･試⾷と考えられる範疇は、使い捨ての容器を使⽤し1回の提供量が⼀⼝程度の
分量です。提供量によって試⾷と認められないケースもありますので、ご注意ください。

■特記事項 ◯産地偽装･⾷材偽装などについては、最善の注意を払うようにお願いいたします。
これらの偽装が発覚した場合、また疑惑が発⽣した場合は、
主催者判断により、当⽇でも出展営業中⽌とさせていただきます。

◯販売商品には、以下の項⽬が記載されている製造ラベルを必ず貼付してください。
・名称 ・原材料名 ・消費期限（年･⽉･⽇） ・保存⽅法
・製造者(製造業者の⽒名または名称、および製造所所在地)

◯イベントの特性上、取扱う製品について可能な限りアレルギー表⽰をしてください。
※パッケージ等に記載されている場合はその限りではありません。

保① 提出社 該当出展者のみ

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)

■禁⽌事項 以下に記載される内容を取扱う事はできません。
・調理、製造⾏為(事務局から許可された出展者は除く)
・営業許可を伴う飲⾷物の取扱い(事務局から許可された出展者は除く)
・裸⽕の使⽤
・ドリンク類の販売(事務局指定の出展者のみ可能)

■書類の提出
について

保健所への資料の提出は、運営事務局が⼀括して⾏いますので、
申請書類 保①･②「保健所申請書類①･②」(提出期限3⽉16⽇(⽊)まで)に内容を明記の上、
運営事務局に提出して下さい。書類内容について保健所からの指導があった場合は、
運営事務局または保健所から連絡を致します。
その場合、設備の追加・飲⾷提供法の変更など措置を講じてください。
また、申請の内容により許可がおりない場合もありますので、ご了承ください。
出展内容に変更事項が⽣じた場合は、変更内容を必要書類に記⼊し運営事務局へ再提出して
ください。

■必要備品 ⾃社⼩間内で試⾷･試飲を⾏う場合は、上記の基準を遵守していただくとともに、
衛⽣⾯を考慮した、下記の備品の準備･⼿配が必ず必要です。
簡易⼿洗セット
① 20ℓコック付きポリタンク+排⽔受け⽫⽤バケツ
② 消毒⽤アルコールスプレー
※上記備品は、取扱い内容や実施⽅法によって⼿配数量が増加する可能性があります。

保②



各種申請書類

◯申請書類Aセットの提出期限は3⽉16⽇(⽊)
申請書類Bセットの提出期限は3⽉23⽇(⽊)です。
提出期限は必ずお守りください。
提出期限を過ぎて提出した場合、希望する内容の許可を得られない場合がございます。
※やむを得ず提出期限が遅れる場合は、運営事務局まで必ずご連絡ください。
※提出書類によって提出期⽇が異なりご迷惑をおかけ致しますが、
ご了承いただき、ご提出のほどよろしくお願いいたします。

◯書類の提出後に内容の変更が万が⼀発⽣した場合は、修正した資料を運営事務局まで
必ず提出してください。

◯各種資料を提出いただいた後、所轄官公庁より別途資料の提出を求められた場合は、
必要に応じて対応してください。



1 全出展者提出申請書類

44

提出社 全出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)

各ゾーン 3⽉23⽇(⽊)締切提出書類⼀覧B

・提出書類⼀覧をご確認ください。

■各ZONE
Bセット内

各種パス申請書類4

・搬⼊⾞両許可証･搬出⾞両許可証を必要数ご記⼊ください。
・作業者リボン･出展者パスを必要数ご記⼊ください。
・⾞両駐⾞許可証を必要数ご記⼊ください。

B 4



2 基本ブース(スペース)出展者申請書類

■Aセット内
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保健所申請書類① 飲⾷物販売･試⾷･試飲取扱い⼀覧表 ※該当出展者のみ

・下記に該当する出展者様は必ずご記⼊の上、提出してください。
○取り扱い商品の試飲･試⾷を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で営業許可を伴う調理⾏為を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で飲⾷物の販売を⾏う場合

保健所申請書類② レイアウト図⾯ ※該当出展者のみ1

・保健所申請にはレイアウト図⾯提出が必須です。必ずご記⼊ください。
※飲⾷物の取り扱いブースには
○簡易⼿洗セット(20Lコック付ポリタンク＋排⽔受け⽫⽤バケツ) 
○消毒⽤アルコールスプレーが必ず必要です。

装飾･施⼯申請書類5

・⼩間(ブース内)のレイアウトをご記⼊ください。
・申請書類 保②でご提出いただいてる場合はレイアウトの記⼊は必要ありません。

提出社 ⼩間(スペース)出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

保①

保②

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

●環境･SDGsゾーン ●キャリア教育ゾーン

保① 保②

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 ⼩間(スペース)出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 5 14B

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。

・フォーム申込で電気を必要と選択した出展者様は
申請書類12を必ずご提出ください。



3 体験イベント出展者申請書類

■Aセット内
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保健所申請書類① 飲⾷物販売･試⾷･試飲取扱い⼀覧表 ※該当出展者のみ

・下記に該当する出展者様は必ずご記⼊の上、提出してください。
○取り扱い商品の試飲･試⾷を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で営業許可を伴う調理⾏為を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で飲⾷物の販売を⾏う場合

保健所申請書類② レイアウト図⾯ ※該当出展者のみ

・保健所申請にはレイアウト図⾯提出が必須です。必ずご記⼊ください。
※飲⾷物の取り扱いブースには
○簡易⼿洗セット(20Lコック付ポリタンク＋排⽔受け⽫⽤バケツ) 
○消毒⽤アルコールスプレーが必ず必要です。

キャリア教育(体験イベント)申請書類6

提出社 体験イベント出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

保①

保②

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

●キャリア教育ゾーン

保① 保②

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 体験イベント出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 6 14B

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。

・フォーム申込で電気を必要と選択した出展者様は
申請書類12を必ずご提出ください。



4 セミナーイベント出展者申請書類
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キャリア教育ゾーン(セミナーイベント)申請書類8

・簡易PAの有無をご記⼊ください。
電源は1回線1.5kW(コンセント2⼝付)のみ無料です。

※追加電源は有料です。申請書類12をご提出ください。

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 セミナーイベント出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 8 14B

■Aセット内

提出社 セミナーイベント出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。

●環境･SDGsゾーン ●キャリア教育ゾーン

・簡易PAの有無をご記⼊ください。
電源は1回線1.5kW(コンセント2⼝付)のみ無料です。
※追加電源は有料です。申請書類12をご提出ください。

7 環境・SDGsゾーン(セミナーイベント)申請書類

7

保健所申請書類① 飲⾷物販売･試⾷･試飲取扱い⼀覧表 ※該当出展者のみ

・下記に該当する出展者様は必ずご記⼊の上、提出してください。
○取り扱い商品の試飲･試⾷を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で営業許可を伴う調理⾏為を⾏う場合
○事務局から許可された出展者で飲⾷物の販売を⾏う場合

保健所申請書類② レイアウト図⾯ ※該当出展者のみ1

・保健所申請にはレイアウト図⾯提出が必須です。必ずご記⼊ください。
※飲⾷物の取り扱いブースには
○簡易⼿洗セット(20Lコック付ポリタンク＋排⽔受け⽫⽤バケツ) 
○消毒⽤アルコールスプレーが必ず必要です。

保①

保②

保① 保②



5 スポーツ体験出展者申請書類
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スポーツ体験申請書類9

・イベントタイトル･団体名･実施内容をご記⼊ください。
・必要備品･持込備品をご記⼊ください。

※追加備品は有料です。申請書類13をご提出ください。
・レイアウトをご記⼊ください。

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 スポーツ体験出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 9 14B

●スポーツZONE

■Aセット内

提出社 スポーツ体験出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。

・フォーム申込で電気を必要と選択した出展者様は
申請書類12を必ずご提出ください。



6 エコカー試乗会出展者申請書類
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エコカー試乗会申請書類11

・イベントタイトルをご記⼊ください。
・試乗⾞進⼊許可証申請を記⼊してください。
・実施時間をご記⼊ください。

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 エコカー試乗会出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 11 14B

■Aセット内

提出社 エコカー試乗会出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。



7 フード出展者申請書類

■Aセット内
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フード申請書類①

・販売商品の詳細を詳しくご記⼊ください。

フード申請書類② レイアウト図⾯

・保健所申請にはレイアウト図⾯提出が必須です。必ずご記⼊ください。
※飲⾷物の取り扱いブースには
○簡易⼿洗セット(20Lコック付ポリタンク＋排⽔受け⽫⽤バケツ) 
○消毒⽤アルコールスプレーが必ず必要です。

提出社 フード出展者

提出期⽇ 3⽉16⽇(⽊)
1

2

3

■Bセット内 B P.44をご確認ください。4

2 3

P.52~をご確認ください。12 13 14

提出社 フード出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
12 134 14B

●フードZONE

配布物申請書 ※該当出展者のみ1

・配布物･販売物がある場合はご記⼊ください。

・電源は別途申込が必要です。
申請書類12を必ずご提出ください。



8 ステージイベント申請書類
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提出社 ステージ出演

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
10

ステージ申請書類

・ステージタイトルをご記⼊ください。
・運営事務局からのご連絡先をご記⼊ください。

※必ずご記⼊ください。
・ステージ内容詳細をご記⼊ください。
・ステージレイアウトをご記⼊ください。

10

各種パス申請書類4

・搬⼊⾞両許可証･搬出⾞両許可証を必要数ご記⼊ください。
・作業者リボン･出展者パスを必要数ご記⼊ください。
・⾞両駐⾞許可証を必要数ご記⼊ください。

4



9 申請書類12「電気⼯事」

■電⼒供給⽅式 事務局では、出展者の申込みに応じて各⼩間へ下記の種類を供給します。

■電気供給時間

設営 4⽉14⽇(⾦) 16:00頃〜20:00

開催
4⽉15⽇(⼟) 9:00〜16:30

4⽉16⽇(⽇) 9:00〜16:30

■電気⼯事費 ⼀次幹線⼯事費及び電気使⽤料は申込使⽤量に従って下記の料⾦で出展者に
ご負担いただきます。

■電気につい
ての保守管理

各出展者は各⼩間内の電気、照明に関して責任をもって管理してください。開催期間中は電
気保安保守要員が運営事務局内に常駐しています。電気機材、その他電気関係に異常をきた
した場合は速やかにご連絡ください。

■⼩間内の
電気保護装置

電気異常事故による停電、電圧降下による装置等の破損に関して、
事務局･運営事務局はその責任を負いません。
出展者の責任で事故防⽌のため⼗分な保護装置を⽤意してください。

■電気取扱い上
の注意事項

○配線が床⾯露出をする場合は保護し、つまづき・転倒防⽌のためのスロープを
設けてください。また、ビニールコードの流し引きはおやめください。

○⽩熱電灯や抵抗器その他の熱を発する機器は、可燃材と接触したり、また可燃物を
加熱する恐れの無い位置に設置してください。また機器には⼊場者の⽕傷などの危険防⽌
措置、及び地震などによる転倒防⽌措置を施してください。

○24時間通電をご希望の⽅はお申し込みください。
○24時間通電をお申し込みの⽅以外夜間通電がされません。
退館する際は必ず電源を切ってからお帰りください。

○他の⼩間に著しい迷惑をかける照明は禁⽌します。
○許容範囲を超えるスポットライト等のタコ⾜配線を禁⽌します。
○ろうそくなどの裸⽕の使⽤を禁⽌します。

※保安上の観点から独⾃の⼩間内⼆次電気⼯事
（電源ボックスからのコンセント結線⼯事や照明器具結線⼯事など）
は実施できません。

交流単相 100V50Hｚ これ以外の供給については運営事務局に
お問い合わせください。

各⼩間へ電気供給時間は下記の通りです。
ただし、出展者搬⼊・設営中は⼩間内の電気⼯事が完了し安全が確認された⼩間から
順次通電して⾏きます。

交流単相100V50Hｚ 1.5kWごとに30,000円(税抜)

追加コンセント 平⾏2⼝3,000円(税抜)

※⼀次幹線⼯事費/⼆次電気⼯事費/コンセント平⾏2⼝/電気使⽤料含む。

※⼩間の基本設備に電気は含まれておりません。

12 提出社 希望出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)
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10 申請書類13「リース備品」

会議机（⽊⽬） カフェテーブル丸 カフェテーブル四⾓ ユニバーサルスタンド

1.W1800×D600×H700 ¥3,000 5.Φ900×H700 ¥3,500 6.W900×D600×H700 ¥3,500 7.W450×D450×H1200 ¥5,000

2.W1800×D450×H700 ¥2,500

3.W1500×D600×H700 ¥2,500

4.W1200×D600×H700 ¥2,000

カウンターテーブル 受付カウンター 折りたたみイス 丸イス

8.W1200×D500×H960 ¥7,000 9.W1200×D600×H950 ¥10,000 10.W420×D450×H700 ¥500 11.Φ460×H435 ¥350

スタッキングチェア ピクチャーワイヤー S字フック 貴名受

12.W470×D500×H770 ¥1,000 13.⼀段掛け ¥500 15.2個セット ¥200 16.W90×D100×H150 ¥500

14.⼆段掛け ¥600

卓上カタログスタンド カタログスタンド 液晶テレビ DVDプレイヤー

17.W230×D180×H340 ¥3,000 18.W250×D575×H1650 ¥5,000 19.40インチ液晶 ¥40,000 20.DVDプレイヤー ¥4,000

電源が必要です。(120W) 電源が必要です。(25W)

LEDスポット LEDアームスポット ⽩布 ⽩ビニールクロス

21.LED(14W) ¥7,000 22.LED(10W) ¥7,000 23.W1000×D2000 ¥1,200 24.W900×D2000 ¥800

電源が必要です。 電源が必要です。

運営事務局リースでは以下の物を⼿配可能です。(表⽰価格は税抜です。)
リストにないものも⼿配可能な場合がありますので、運営事務局までご相談ください。
※場合によっては、画像商品と同等性能品に代えさせていただく事がございます。
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13 提出社 希望出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)



11 申請書類14「パンチカーペット」

■⼩間の受渡し ⼩間の受渡しは、システムパネルを建て込んだ状態のみでのお渡しとなります。
そのため、床はコンクリートむき出しの状態となります。
オプションとしてカーペットの申込を有料で受け付けますので、
下記の内容をお読みいただき申請書類14にてお申し込みください。

14 提出社 希望出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)

■⾊⾒本 下記の⾊⾒本より、希望する⾊の型番にてお申し込みください。

型番記載位置
※出⼒および画⾯上で型番が分かりづらい場合は、希望する型番を丸で囲み
お申込みください。

■注意事項 ◯運営事務局にて準備するカーペットは全て防炎加⼯処理がされた物となります。
⾃社⼿配でカーペットを敷くことも可能ですが、その場合は、
運営事務局まで防炎番号の提出が必要となります。

◯上記の⾊⾒本以外のカーペットを⼿配する事も可能ですので、ご希望の場合は、
運営事務局までご相談ください。上記のカーペット以外の場合は、
⾦額が変動する場合がございますので、予めご了承ください。

○カーペットはレンタルではなく買取となります。
撤収時そのままにしていただければ運営事務局にて撤去いたします。
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1⼩間9㎡ 40,000円(税抜)



12 申請書類15「着ぐるみ使⽤/ストックヤード申込」

15 提出社 希望出展者

提出期⽇ 3⽉23⽇(⽊)

■着ぐるみの
使⽤について

出展者でブース運営に着ぐるみを使⽤される場合は、着ぐるみの控室を準備致しますので、
運営事務局までお申込みください。
各出展者控室と共⽤の控室となりますので予めご了承ください。

※共有控室内での汚れや破損、盗難などの事故が発⽣した場合でも
運営事務局では⼀切責任を負いませんので、予めご了承ください。

着ぐるみの使⽤は、⾃ブース内および⾃ブース付近のみとさせていただきます。
隣接する出展者へ迷惑のかからない様に運営をお願いいたします。
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■ストック
ヤード

有料でストックヤードを申込可能です。
ストックヤードの⼩間数も限りがございます。
お申し込み全てを準備する事はできませんので、予めご了承ください。

【ストックヤードのフロー】

ストックヤード申込受付締切

有料ストックヤードの割振り

各社ストックヤードの調整

ストックヤード⼩間番号のご連絡

3/23(⽊)

4/6〜随時

■注意事項 ◯ストックヤードの位置は運営事務局にて決定致しますので、指定はできません。

1区画2㎡(1m×2m) 10,000円(税抜)


