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新型コロナウイルス感染症対策と出展社ガイドライン 
 

【展示会にて行う感染症対策】 
本対策は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロナウイルス感染防
止のための対応指針」ならびに一般社団法人日本展示会協会「感染拡大予防ガイドライン」に則り、定めた対応指針
です。 
また、このガイドラインは感染症を１００％防ぐ対策で使われるものではなく、主催者、出展社、来場者、その他全ての
関係者が感染を防ぐために守るべき事項について記載されたものです。 
 
[１] 政府対策本部が定める最大収容定員の管理 
政府対策本部の基本的対処方針にて最大収容定員が定められた場合は遵守の上の滞留人数を計測いたします。 
開催当日、最大収容者数を超えた場合は、入場制限を実施し、入場待機者は屋外にて物理的距離を保ちお待ちいた
だきます。 
 
[２] 来場者、関係者への感染症対策のお願いと周知 
展示会ホームページ、展示会招待状、メールマガジンなどでの事前周知及び当日の看板にて、37.5度以上の発熱や咳
などの風邪の症状など新型コロナウイルス感染疑いがある方のアテンド・来場自粛、入場制限及びマスク着用の義務を周
知いたします。 
当日は、サーモグラフィー等での検温の実施や体調不良者の方が発生した場合の為、隔離された救護室を準備し、看
護師が常駐いたします。また、マスク未着用の方のためにマスク配布窓口も設置いたします。 
 

   
 

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

   
 
[５] 対人対応の少ない来場事前登録を準備します 

 
 
[６] 厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「略称（COCOA）」への登録を促進します 
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【出展社様に行っていただきたい感染防止ガイドライン】 
 
[１] 出展準備時に行っていただきたい事 

・自社ブースで使用するマスクや消毒液を用意 
提出書類【03】で消毒液持込量を申請してください。 
※消防法の定めにより、アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は危険物に該当するため消防署への届出
が必要です。詳しくは 40 ページをご参照下さい。 

・顧客を招待する際に会場で検温があること、マスク着用が必須であることなど注意事項の事前周知 
・事前アポ取りの促進による商談の効率化とブースでの密の防止 
・商談エリアで来場者と対面となるレイアウトの場合には、双方のマスク着用を徹底しつつ、必要に応じて飛沫感染
防止のためのアクリル板やビニールカーテン等の遮蔽物を設置 
・厚生労働省提供の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の登録 

 

   
 
[２] 搬入・搬出時に行っていただきたい事 

・自社・施工スタッフの体調管理 
【以下に該当する場合、自宅に待機するように周知・要請】 
風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）がある 、呼吸
が困難である（息苦しい）、咳・咽頭痛がある、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある、
過去 2週間以内に海外から入国・帰国 

・自社・施工スタッフ・運送会社のマスク常時着用の義務化 
・自社・施工スタッフに手洗いと手指の消毒を励行 
・自社ブース搬入完了時にブース内の共有物品や人の手が触れるものを清拭消毒 
・自社ブースで出たゴミは極力持ち帰るよう手配 
・搬出時、出展社製品の搬出を優先 （施工取り壊しは密を避けるため、時差を設け製品搬出後に行うよう手配） 

 

  



 5 

[３] 開催期間中に行っていただきたい事 
・日別のブース関係者体調管理 
【以下に該当する場合、自宅に待機するように周知・要請】 
風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）がある 、呼吸
が困難である（息苦しい）、咳・咽頭痛がある、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある、
過去 2週間以内に海外から入国・帰国 

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

9月 5日 出展社説明会、会場小間割図の発表 

10月上旬 出展社への無料招待状の送付 

10月中旬 主催者からのＤＭ発送 

10月 21日（金） 各種提出書類提出〆切日（一部除く） 

11月上旬 出展社バッジ・作業者シール・搬入出車両証の送付 

11月 21日（月） オンライン展公開開始（13:00 を予定） 

12月 4日（日） 
主催者基礎工事（12:00～18:00） 
※ただし大型機器搬入などで、5日・6 日の搬入だけでは準備がむずかしい、原則として 8小間以上の出展社は、
届出により 4日（15：00～18：00）に作業をおこなうことが出来ます。 

12月 5日（月） 
12月 6日（火） 

出展社搬入（8:30～18:00） 
6日（火） 9:00 より電力の供給開始。 
※車両の館内乗入は 6日（火） 13:00 までとなります。 

12月 7日（水） 
12月 8日（木） 

開催時間（9:30～17:00） 
7日（水） 9:20～開会式・テープカット（予定） 

12月 9日（金） 
開催時間（9:30～17:00） 
搬出（17:00～22:00） 
※車両の乗入れは、17:30 からとなります。 

2023年 
1月 27日（金） 

オンライン展 閉会（17:00 まで） 

 

総合日程表・タイムテーブル 
 

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

12月 4日（日）  主催者基礎工事  

12月 5日（月）  各社搬入工事日 
 

12月 6日（火）  各社搬入工事日 
 

12月 7日（水）    
 

  
 

12月 8日（木）   
 
 

  

12月 9日（金）    
 
 

搬出作業時間 
17:00-22:00 

 

 
  規定作業時間（原則として出展社搬入工事日は 8:30 から 18:00 までとし、会期中は前後 1時間とします。） 
  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。） 

 
*会期中の出展社の方の入館は、下記のとおりです。 
 12月 7日（水） 8:10～ 
 12月 8日（木） 8:30～ 
 12月 9日（金） 8:30～ 
 

開催時間 9:30-17:00 
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展示会場設備 
 
■設備概要 [東京ビッグサイト 東 1・2・3 ホール] 
東京都江東区有明 3-10-1 Tel. 03-5530-1111（代表） 
 
面積： 東 1・3 ホール 8,670㎡／東 2 ホール 8,350㎡ 
天井高： 17～31m 
天井照明： HID灯 約 500LX以上 
床仕上げ： コンクリート 
床耐荷重： 5ｔ／㎡ 
アンカーボルト： 打設可（但し、深さ 60mm以内･16φ以下のもの） 
展示用電力： 単相 200/100V 
 三相 200V 
給排水： 供給可能 
圧縮空気： 供給可能 
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会場への交通 

 
 

 
 
詳しくは東京ビッグサイトWeb サイトの交通アクセスをご覧ください。 
https://www.bigsight.jp/visitor/access/ 
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小間装飾・備品 
 
［1］一般小間 
展示会場内に、一般小間、トライアルブース、特別展示ゾーンの小間をそれぞれ並列または複列に配列します。 
※間口の寸法はポールの芯々寸法となりますのでご注意ください。 
出展規模、展示場の状況により変形した小間を設置することがあります。 
 
1．間仕切りは原則として主催者側で設置します。（4ｍｍベニヤ板両面白ビニール仕上げ）。 
一般小間サイズ： 間口 2,970mm × 奥行 2,970mm × 高さ 2,700mm（芯々寸法） 
なお、角小間には原則として、通路側の側壁は設けません。 
※四方が通路となる独立小間の場合、1小間の大きさは間口 3m×奥行 3m にて準備し、区画の標示はすみだしで行います 
※特別展示ゾーン専用規格ブースは別途専用規格となります 
 
2．小間内の装飾（展示台、吊り看板、説明パネル、社名板など）は、それぞれの業者に指定して、出展社の負担で行ってください。
ご希望があれば優良業者を紹介いたします。 
すべての展示物・装飾品は、小間のスペース内におさめてください。 
 
3．使用されているシステムのビームおよびパネルの切断、釘うちなどの加工はできません。 
加工が必要な場合は指定協力会社 （株）廣目屋にご相談ください。 
 
 
一般小間システム基礎小間見取図（寸法単位：ミリメートル） 
 ※システムパネル内に装飾をする場合は、ポールの幅を考慮に入れて設計をしてください。 
 
●1小間 
 間口 2,930㎜×奥行 2,950㎜で設計してください。（角小間は間口 2,950㎜×奥行 2,950㎜） 
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●2小間 
※間口 5,900mm×奥行 2,950mm で設計してください。（角小間の場合は間口 5,920mm×奥行 2,950mm） 
 

  
 
●3小間 
※間口 8,870mm×奥行 2,950mm で設計してください。（角小間の場合は間口 8,890mm×奥行 2,950mm） 
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●4小間並列 
※間口 11,840mm×奥行 2,950mm で設計してください。（角小間の場合は間口 11,860mm×奥行 2,950mm） 

 
 

 
 
 
●4小間ブロック（三面開放） 
※間口 5,940mm×奥行 5,980mm で設計してください。 
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社名板（見本） 
 

     会員 

 

一般 

 

 
※社名板の設置場所は原則として隣接する小間との間仕切り上部１ヶ所で、主催者が設置します。 
ただし、独立小間の場合は、社名板（１ケ）をお渡ししますので、各社で取り付けをお願いします。 
その際、取付位置を示した図面を展示会事務局までご提出ください。 

 

 
［2］トライアルブース 
1小間の大きさは、間口 2.97ｍ×奥行 2.97ｍ×高さ 2.7ｍ です。 
 

1小間につき、下記の設備が含まれます。 
バックパネル・サイドパネルはオクタノルム仕様 
カーペット（青）、パラペット（社名板・統一書体） 
展示台（横幅 0.99ｍ×奥行き 0.99ｍ×高さ 0.8ｍ）×3台、引き戸×1、折りたたみ椅子×1脚、 
スポットライト×2灯、コンセント 100V（2 ヶ口）×1個 
単相 100Ｖ／1kW まで（上記スポットライト分を含む）の幹線工事および使用料 
（1kW以上の電気を使用する場合には、電灯／電力工事申込書でお申込みください） 
 

 
 
※本設備は使用しない場合も料金を差し引くことはできません。 
※また、追加の備品等のお申し込みは、巻末の申込書にてお申し込みください。 
 
トライアルブース出展の方は、巻末の提出書類【08】トライアルブース詳細申請書をご提出ください。 
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［3］先端材料ゾーン／粉体シミュレーションゾーン 共通 
【専用規格小間概要】 
1小間の大きさは、間口 1.98ｍ×奥行 1.98ｍ×高さ 2.7ｍ） 
 

1小間につき、下記の設備が含まれます。 
バックパネル・サイドパネル(オクタノルム仕様) 
カーペット（ブルー）、パラペット（社名板・統一書体） 
スポットライト×2灯 
展示台（横幅 0.99ｍ×奥行き 0.495ｍ×高さ 1ｍ）×2、引き戸×1 
折りたたみ椅子×1脚、コンセント 100V（2 ヶ口）×1個、貴名受×1個 
単相 100Ｖ1kW まで（上記スポットライト分含む）の幹線工事および使用料 
（1kW以上の電気を使用する場合には、電気申込書でお申込みください） 
 
※本設備は使用しない場合も料金を差し引くことはできません。 
※追加の備品等のお申し込みは、巻末の提出書類にてお申し込みください。 
 

 

 
 
 
【パネル展示概要】 
展示台 幅 0.99m・奥行 0.495m・高さ 1m 
パネルの取り付けは主催者で行います。 
 

 

 

 

 

 

 

［4］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【01】「装飾施工業者届出書」を 
10月 21日（金）までに展示会事務局へご提出ください。 
 
 

指定協力会社（主催者 基礎装飾会社） 
（株）廣目屋  担当：荒木、小松、飯田    e-mail: powtex@hiromeya.co.jp 
〒104-0061東京都中央区銀座 1-6-1    Tel. 03-3563-0040  Fax.03-3563-0076 
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パッケージブース 
 
装飾工事の設計施工の手間が省け、展示品を持ち込み、説明員を派遣するだけで展示がおこなえるパッケージブースをご紹介いたします。
オプション品や備品を追加して、展示にあったディスプレイを設計することができます。 
パッケージブースをご希望の方は巻末の提出書類【09】「パッケージブース申込書」にて 10月 21日（金）までにお申し込みください。 
詳細な説明をご希望の方は直接下記までご連絡ください。 
パッケージブースのお引渡しは、12月 5日（月） 15:00 を予定しています。 
 
（株）廣目屋  担当：荒木、小松、飯田   e-mail: powtex@hiromeya.co.jp 
〒104-0061東京都中央区銀座 1-6-1   Tel. 03-3563-0040  Fax.03-3563-0076 
 
【基本料金】 パッケージブース／1小間 
角小間 79,750円 中小間 59,400円 

  

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

 
【オプションを含めた施工例】 パッケージブース／1小間 
角小間 167,684円 中小間 147,334円 

 

  

 

 

【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
●備品 

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

 
※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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【基本料金】 パッケージブース／2小間 

角小間 131,450円 中小間 111,100円 

  

 
【オプションを含めた施工例】 パッケージブース／2小間 

角小間 286,154円 中小間 265,804円 

  

【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
●備品 

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

 
※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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【基本料金】 パッケージブース／3小間 

角小間 177,650円 中小間 157,300円 

  

 
【オプションを含めた施工例】 パッケージブース／3小間 

角小間 345,884円 中小間 325,534円 

  

【設備概要】 
●システム備品 
 
●電気関係 
 
●備品 

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

 
※社名をロゴ仕様で希望される場合は、別途費用がかかります。 
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システムオプション・電気備品 
 
システム部材の展示台等をオプションでご用意致します。独自の装飾または「パッケージブース」ご利用の際、展示台等の追加をご希望の
方は、巻末の手出書類【10】「システムオプション・電気申込書」にて 10月 21日（金）までにお申し込みください。 
※システム部材の基本色は白となります。 
※各展示台の耐荷重は 50kg～80kg となりますので重量物を設置する場合はご確認ください。 
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備品リース 
 
小間内で利用する家具・備品のリースをご希望の方は巻末の提出書類【11】「備品リース申込書」にて 10 月 21 日（金）までにお申し
込みください。 
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装飾・施工上の注意 
 
装飾を依頼される場合は、本マニュアルの記載事項を委託会社の方にも徹底いただくようお願い申しあげます。 
インターネットにも掲載されております。（https://www.powtex.com/tokyo/regulation） 
 
新型コロナウイルス対策として、密を避けるデザインとなるよう配慮し、現場施工の負担が大きくなるデザインを避けるよう心がけてください。 
 
来場者の方の安全のため、下記事項を厳守いただくようお願いいたします。 
●機械の開放時に、機械が通路にはみださないこと。（カバーなども通路にはみださない事） 
●機械の稼動時に、人が触れることがないようにすること。 
●通路に面してストックルームなどを設置する場合は、通路側にドアが開かぬようにすること。 
（通路にいる来場者がけがをする場合があります。） 

●小間内で説明などをおこなう場合は、来場者の方が通路にはみださぬよう場所を確保すること。 
 

なお、出展社および委託された代理店・装飾施工会社におかれましても、出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故
につきましては、当該出展社の責任となりますので、施工管理者を定め安全管理に万全の策を講じてください。またクレーン車、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。 
 
 
［1］すべての装飾物は、自社小間におさめてください（はみ出しは禁止します。） 
 
［2］壁面設置に関する制限 
通路に面する箇所に壁装飾を必要以上に多用しますと、周辺の出展社に圧迫感を与えるだけでなく、来場者にも小間内に「近寄りがた
い雰囲気」を作り、せっかくの小間スペースが十分いかされません。 
本展では次のとおり装飾規定を設けます｡ 
 
 
4 小間以上のブロック小間および独立小間の装飾に関しては、通路に面する箇所に壁面を設置する場合は、一辺につき 50％以上
の開放面を設けてください。（下図を参照してください。） 
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。 
 
 

 
ただし、ブロック・独立小間において、高さ 1.35m以下の壁面もしくは 1m セットバックすれば、一辺全面に壁を立てることが出来ます。 
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［3］高さ制限 
展示物についての高さ制限はありませんが、陳列設備、装飾、標示などの高さは床面から 2.7ｍ以下に制限されています。2.7ｍをこえる
展示品に何らかの装飾を施す場合には装飾は 2.7ｍ以下の場所にお願いします。 
 
10小間以上の小間の場合は床面から 5ｍまで装飾が可能です。 
その場合は各々の通路から 1ｍ以上セットバックしてください。 

※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や対面する小間が自社のみの場合（対向小間）、周囲に圧迫感を与
えずに済むため、セットバックせずに 5ｍまで装飾可能です。 

装飾物などに違反があった場合には会場において修正、撤去をお願いする場合がありますのでご注意ください。 
                       15ｍ 

1m               
               
               
               
               
  1m             

例）10小間の場合    アミ部分のみ高さ 5ｍまでの装飾が可能。 

［4］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、会場内の作業は最小限にとどめてください。 
 

［5］床面工事について 

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【12】「床面工事（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 10月 21日（金）までに展
示会事務局にご提出ください。 
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 1,100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、引き抜き、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（数千円～数万円）を主催者より請求いたします。 

 
 
 

6m 
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［6］重量物の展示 

構造上、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 5t／㎡を超えるものの展示はできません。 
 

 
 

［7］通路上に施設や標示を設けないでください。 
 
［8］作業に際し、電気・ガスなどによる溶接その他火気の使用は禁止されています。 
 
［9］作業は必ず自社の小間内でおこない、通路又は他の小間内を使用するなど他社の迷惑となる行為はご遠慮ください。 
 
［10］小間内床にカーペット類を敷く場合には、弱粘着性両面テープで固定してください。 
 
［11］小間造作及び展示物は地震などにより転倒、落下、移動などしないよう確実に固定、取り付けをおこなってください。 
 
［12］自社小間の装飾施工業者名を登録するために、出展社は必ず巻末の「装飾施工業者届出書」を展示会事務局まで提出し

てください。なお、自社で施工する場合も必ず提出してください。 
 
［13］小間の天井装飾、屋根付展示物の設置 
①壁のない屋根及び天井を設ける工作物 
 ア. 屋根及び天井の大きさは 50㎡以下のみ設置可能。（設置の高さは 3m以上 7m以下） 
 イ. 前項ア.の設置基準を超える造作により、スプリンクラー設備及び放水銃の散水障害となる場合は、以下のいずれかの措置を取るこ

とを条件に前項の設置基準を解除できる場合もあります。 
   1）屋内消火栓で有効に警戒（歩行距離）ができる場所である。 
   2）パッケージ型消火設備・補助散水栓を設置。 
 ウ. 柱及び梁は、鉄骨構造の不燃材料とし、十分な強度を有す。 
 エ. 布、暗幕、シート等の繊維製品は防炎物品を使用する。 
 オ. 自動火災報知設備の感知器及び走査型火災検出器の感知障害となる場合は、感知器を設置する。 
 
②壁がある屋根、天井を設ける工作 
 ア. 屋根及び天井の大きさは 50 ㎡以下のみ設置可能（設置の高さは 3m 以上 7m 以下）。また努めて走査型火災検出器及び

放水銃に面する壁を開放するものとする。 
 イ. 原則として展示の内容が遮光及び防塵等の措置が必要なものに限る。 
 ウ. 内装は下地、仕上げともに難燃材料以上とする。 
 エ. 避難障害とならないに、出入口を 2 ヶ所以上設け、避難口誘導灯または誘導標識を設ける。 
 オ. その他の基準は①壁のない屋根及び天井を設ける工作イ～オに準じる。 
 
天井構造物を設置する出展社は、10月 21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。 
 

［14］小間を 2階建構造にすることはできません。 
 
［15］装飾物を天井から吊り下げることはできません。 
 

※重量制限内でも養生の必要な場合が
あります。 
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［16］排水設備（ピット）使用・排水に関する注意 
排水設備に下記が流入すると汚損、詰まりや逆流等の原因になりますので、絶対に流さないでください。 
・油 
・薬液 
・塗料 
・悪臭を放つ汚水等 

※修理、清掃が発生する場合、その補修、賠償等に要する費用は出展社の負担となります。 
排水設備をご使用にあたり、ご不明な点等がございましたら展示会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

［17］その他の注意事項 
①小間造作および展示物は転倒、落下、移動などのないよう確実に固定、取付をしてください。 
②会場設備、基礎小間、他社の装飾および出展物などを破損した場合は、理由の如何にかかわらず責任をおとりいただくことになります。 
③消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常ベル、誘導灯などを装飾物などにより隠ぺいしないでください。ま
た、その付近には使用の際に障害となる陳列、工作物、その他の物品を置かないでください。 

④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。 
⑤出展社が以上の規定に違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、これに従わない場合には、主催者は自ら出展社の
費用負担で、その違反物の撤去その他の措置をとることができるものとし、出展社はこれに対し、主催者に対し異議を述べたり請求する
ことは出来ません。 

 
［18］装飾資材の防災規制 
展示会場は、法令・条例等により、一定基準の防火管理と設備が義務づけられています。 
防炎対象物品で防炎性能を有しないものを使用していた場合は撤去していただきます。 
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、ご出展社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 
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消防関係について 
 

[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。 

展示効果を保つにあたり水素ガス等の持ち込みを希望される場合は、9月末日までに展示会事務局までご連絡ください。なお、
水素ガスの持ち込みに関しては承認に 2 か月ほど時間を要するケースもございます。 

【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、リチウムイオン電池[*1]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、アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液[*2] 

注意事項 

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 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。 
その他、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。 
 

*1 リチウムイオン電池搭載のドローン／ロボット／その他機器等の稼働、実演について 

リチウムイオン電池を搭載した出展製品を稼働／実演などで電源を入れ使用する場合は新たに申請が必要になります。 

【要申請】 リチウムイオン電池を動力源とした製品の稼働展示、実演。（ドローン、ロボット、小型汎用機器など） 
 実演用の機器・ロボットなどを動かすためのリチウムイオン電池搭載端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど） 
【申請不要】 稼働させないリチウムイオン電池搭載の展示製品 
 小間内等でプレゼンテーションに使用するためのリチウムイオン電池搭載端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど） 
 その他実演等に使用しないリチウムイオン電池搭載端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど） 
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*2 アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液持込について 

アルコール含有量が 60％以上の手指消毒液は、ホール毎に最大設置容量が定められておりますので、 
アルコール濃度 60％（60ｗ/ｗ％、もしくは 67ｗ/ｖ％・67ｖ/ｖ％）を超える消毒液を使用される際は、「裸火使用／危険物品持
込申請書」の届け出が必要となるケースがございます。 
【要申請】 アルコール濃度が 60%以上かつ、容器の容積が 500ml以上 
 アルコール濃度が 60%以上かつ、詰め替え用ボトル（貯蔵用）の持ち込み 
 （詰め替え用ボトルでなくとも、ストックルームなどに保管される予備ボトルはすべて貯蔵とみなされます） 
【申請不要】 アルコール濃度が 60%未満である消毒液 
 アルコール濃度が 60%以上であっても、容器（ポンプ・スプレー付き）1本の最大容積が 500ml以下である 
 （複数持ち込みも可） 
※容器には容量、成分などが記載されていることとします（手書き不可。容器変更の際は元のコピーでも可） 
※次亜塩素酸水は危険物に該当しないため、申請は不要です。展示物、ブース備品などの消毒が目的の場合は次亜塩素酸水のご利
用を推奨します。 
 
 

[3]提出書類 
【03】「裸火使用／危険物品持込申請書」に必要事項をご記入の上、10月 21日（金）までに全社ご提出ください。 
裸火・油類などの危険物を出展または使用される場合は、仕様書・カタログ・安全データシートを２部添えて提出してください。 
申請された危険物は、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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小間内プレゼンテーション実施規定／音量規定 
 
「国際粉体工業展東京２０２２」では、ブース内におけるプレゼンテーションの際の小間造作およびマイク・スピーカーにつきまして下記の
通り、規定を設けております。 
下記の規定に違反した場合、主催者より改善要求をさせていただきます。 
改善されない場合は、「プレゼンテーション」を中止させていただく場合がございます。 
装飾を依頼される場合は、委託会社の方にも徹底いただくようお願い申しあげます。 
 
●小間外スペースの使用禁止 
展示・実演・プレゼンに係わる全ての行為は自社小間内でおこなってください。 
 

小間内でのプレゼンテーションについて 

小間周辺に来場者を多数滞留することはできません。 
小間から来場者があふれ通路をふさぐ事のないよう、ステージは来場者を収容するスペースを確保したうえで、設置ください。 
出展社は通路に来場者が滞留した場合、近隣小間に迷惑がかからないように整理してください。 
 
 

 
 

出展物の説明について 

ステージを設けずに出展物の説明を複数の来場者にマイク等の使用によりおこなう場合も、来場者を収容するスペースを小間内に設け
るレイアウトをおこなってください。 

 
 
●小間外（通路等）での禁止行為 
通路等小間外での、誘引、アンケート・カタログ等の配布行為等、これに類する行為はできません。 
 
●照明による禁止行為 
照明により通路や会場側面、天井等へ投影する行為は禁止します。 
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●音量規制 
 

スピーカー設置位置及び音量規制について 

 
スピーカー等の拡声装置を、近隣小間に対し向ける事を禁じます。 
スピーカーを設置する場合、スピーカーの中心軸を垂直下方に 45度以内としてください。 
マイク音量は、小間前面 2 メートル、高さ 1 メートルにて測定して、75 デシベル以下とします。 
会期中係員が計測し、75 デシベルを超えている場合は音量を下げていただきます。ただし、ブース外への音もれがひどく、来場者の方にとっ
て展示会参観の妨げとなる場合は、規定に限らず音量を下げていただく場合がございます。 
 

 

 

 
また、館内における音楽の生演奏は厳禁いたします。 
 
 
 

飲食の取り扱い 
 
新型コロナ感染症拡大防止のため、ブースでの飲食のご提供はご遠慮いただきますようお願いいたします。 
飲食のご提供がないと展示目的がはたせないなどの場合は、役所への申請に加え、試飲食担当者がマスクと手袋着用し食器は使い捨て
のものを利用し、ゴミは袋を必ず密閉した上で破棄するなど感染防止策を徹底してください。また、試飲食時に来場者はマスクをずらすため、
試飲食担当者は飛沫感染を防ぐためフェイスシールドの着用を推奨します。 
 
 
食品等に対する許可・相談 
江東区役所 生活衛生課 食品衛生第一係 
〒135-8383東京都江東区東陽 4-11-28 
Tel.03-3647-5882 
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出展物の搬入および搬出 
 
搬入 
搬入日時を記入した車両証をお送りいたします。 
搬入車両は、すべてこの車両証をフロントガラスにつけてください。 
搬入経路の指示は、主催者及び警備員が担当します。 
出展社および関係の車両はすべて係員の指示に従ってください。 
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。 
会期中の搬入は、事務局の承認を受けてからおこなってください。ただし、開場時間外に限ります。 
 

搬入日時： 12月 5日（月）  8:30～18:00 
 12月 6日（火）  8:30～18:00 
 

※ただし、大型機器搬入などで、上記 2日間では作業を完了することがむずかしい、原則として 8小間以上の出展社は、 
巻末の提出書類【20】で 12月 4日（日）の作業を申請できます。 

なお、4日の作業時間は、15:00～18:00 までとし、主催者の工事状況により若干時間が変動することがあります。 
 

注）①上記時間外の作業をおこなう場合は、事前に必ず提出書類【21】規定作業時間外作業申請書をご提出ください。 
②給排水・ガス配管をともなう機械の搬入は 12月 5日（月）17:00 までにお願いします。 
③12月 6日（火）は、給排水・ガス配管工事の関係上、館内への車両乗り入れ時間は 13:00 までとします。 

14:00 までに館外への車両の移動をお願いします。 
 

［1］搬入上の注意 

事務局発行の搬入出車両証を車のフロントガラスにつけてください。 
車両証には、展示ホール・小間番号・会社名を明記してください。 
搬入作業を終えた車両は、館外へ速やかに移動をお願いします。 
車両の移動は警備員の指示にしたがってください。 
 

［2］搬入物品の空容器、梱包資材、残材など 
搬入物品の空容器、梱包資材、残材などはお持ち帰りください。 
なお、定められた期間を超えて、出展物・装飾資材などを会場内に残しておいた場合には、主催者および展示会事務局は処分し、その処
分に要した費用は出展社の負担となりますのでご注意ください。 
 

［3］会期中の搬入出 

開催期間中の搬入は原則として、開場前の 8:45 から 9:15 までの 30分とします。 
 

［4］宅配便で荷物を送付するときの注意事項 

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、下記のとおりご記入ください。 
また送付は、12月 5日（月）以降着でご指定ください。 
 

送付先記入必要事項： 
〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1 
東京ビッグサイト 東○ホール 
「国際粉体工業展東京２０２２」 
「出展会社名」 「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け取りとし、荷物到着予定時間には、必ずブースで待機いただきますようお願いいたします。 
東京ビッグサイトへの荷物お届けは、物量も多く日数を要するケースもございます。余裕を持った手配をお勧めいたします。 
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搬出 
［1］搬出日時 12月 9日（金）  17:00～22:00 
 

ただし、17:00から17:30までは、エアー・給排水・臨時電話撤去など主催者作業もおこないますので、出展社関連の車両の乗入れは、
17:30 ごろからとなります。 
17:00 から 17:30 までは、会場内への車両の進入はできませんので、出展物の梱包や手運びによる搬出をおこなってください。 
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。 
 

［2］搬出手順 
①館内への搬出車両の進入は、警備員が順次誘導しますので、必ず指示に従ってください。 
車両数の状況により、一旦、待機場所で待機していただく場合がありますので、予めご了承ください。 

②車両証のない場合、および指定の場所以外に駐車していた場合は、会場への進入が遅れることがありますので十分ご注意ください。 
 

［3］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。 
 

搬出についての注意事項 
・積み込み作業 
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。 
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。 
積み込み作業中、車両は他の搬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。 

 

・手運びによる搬出 
搬出において、軽量なものは、手運び搬出をした方が短時間で、スムーズに行うことができます。 
搬出の際は、あらかじめ台車などをご用意されることをお勧めいたします。 

 

出展物の管理 
①出展社は、自己の責任において、各出展小間内への出展物の搬入出と出展小間内の出展物の管理を行ってください。 
②主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他出展物に関す
る一切の事故について、その責任を負いません。 

③出展物の輸送および展示期間中の保護については、必要に応じて保険をかけるなど適当な対策をとってください。 
 

事故防止および責任 
①出展社は、出展物の搬入出、展示、実演、撤去などに際し、最善の注意をはらい、事故防止に努めてください。 
②主催者は、出展社に対し、出展社の負担で、作業の中止・制限その他事故防止のため必要な措置をとることを命ずることができます。 
③出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故につきましては、当該出展社の責任となりますので、安全管理には万全
を期してください。 
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搬入出車両導線 
 
全ての車両は 1度「車両待機所」にお越しいただき、警備員・誘導係の指示に従い進入してください。 
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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【15】｢会場内荷役作業申込書｣に、必要事項を記入の上、11月 11日（金）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、主催者が紹介するものであり、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 １台当り搬入出料金 

25t ラフター 
4t/4t ロングまで 40,000円 42,000円 

大型車 85,000円 87,000円 

2.5t フォークリフト 
4t/4t ロングまで 28,000円 30,000円 

大型車 48,000円 50,000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社の都合により、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。（7,000円/1㎥） 
  
 
 
会場内荷役作業のお問合せ先 
（株）キャップ  担当者：岡田、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： okada@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。 
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。 
 
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） 
〒213-0012神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 KSP西 2階 Tech-Pot 
Tel. 044-701-0708   携帯番号. 080-2039-6464 
e-mail: isao.n@kurozaki.com 
 
（株）近鉄エクスプレス販売   EXL営業部 担当：納谷 
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS三田ビル 5F 
Tel. 03-5443-94-55 Fax. 03-5443-9457 
e-mail: masaho.naya@kwe.com  
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出展社バッジ、作業者シール、車両証の配布 
 

■出展社バッジおよび作業者シール 
搬入期間中および会期中、会場内へ入館する際は「出展社バッジ」または「作業者シール」が必要となります。 
 

出展社バッジ（緑色） 
会期中すべての出展関係者の方に着用していただきます。 

外国語対応スタッフシール 

 

 
 

 

 

 搬入期間中 
12月 5日・6日 

会期中 
12月 7日～9日 

搬出期間中 
9日 17:00～ 

出展社バッジ ○ ○ ○ 

作業者シール ○ × ○ 
 

■搬入出車両証 
 搬入および搬出の際の車両は「搬入出車両証」が１台につき１枚必要になります。 
 車両証のない場合は、入館出来ませんのでご注意ください。 
 

■優先搬出車両証 
  各社に 1枚（但し 10小間以上は一律 2枚）、優先搬出車両証を発行いたします。 
この車両証をつけた車両は優先的にトラックヤードに進入することが可能です。 
ただし、満車になり次第、車両待機所へのご案内となります。 

 

●送付枚数 
 「出展社バッジ／作業者シール／搬入出車両証」の配布数は下記のとおりです。（送付は 11月上旬予定） 

 1～2小間 出展社 3小間以上出展社  
①出展社バッジ 10枚 1小間につき 5枚 追加可 
②外国語対応スタッフシール 1枚 追加可 
③作業者シール 10枚 1小間につき 5枚 追加可 
➃搬入出車両証 

3枚 
1小間につき 2枚 

ただし、最大 20枚とします。 
追加可 

⑤優先搬出車両証 各 1枚 （但し 10小間以上は一律 2枚） 追加不可 
※①②③➃の数が不足の場合は事務局まで事前にご連絡ください。（info2022@powtex.com） 
※車両証、出展社バッジ等は全てコピー不可となります。 
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電気 
 
展示場内は天井に水銀灯が取り付けてあり、これを点灯して一般照明とします。 
場内の床面平均照度は約 500 ルクスとなります。 
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。 

交流単相二線式 100 ボルト 50 ヘルツ 
交流単相三線式 100 ボルト／200 ボルト 50 ヘルツ 
交流三相三線式 200 ボルト 50 ヘルツ 

[1]申し込み手続き 
1小間につき単相 100V／300W容量までの電気供給一次幹線工事は主催者で負担いたします。 
なお、供給限度をこえて電力を使用する場合の幹線工事費は出展社の負担となります。 
全ての出展社は巻末の提出書類【02】「電気／電力工事申込書」を 10月 9日（金）までにイーエム電設（株）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気・電
力工事申込書に明記してください。指定のない場合は、後壁左右いずれかの床より 1ｍの高さ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。但し、通路を隔てた小間の場合はそれぞれ電源を出します。) 
 
●電気幹線工事費（消費税込） 
電気幹線工事費は、電気・電力いずれの場合も 1kW につき 7,700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 7,700円 
 1.01～2 15,400円 
 2.01～3 23,100円 

 
●電気使用料金（消費税込） 
出展社からの電気／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）1,650円とします。 
また、夜間送電の場合は別途ご請求させていただきます。 
 
●電気幹線施工区分 
 

 幹線工事業者施工一次配線  
 

   出展社施工二次配線     
 

1φ 
100V幹線                       

             照 明 設 備 
             コンセント設備 
             そ の 他 設 備 

3φ 
200V幹線                      

             電 動 機 設 備 

             そ の 他 設 備 

 
 
 

以降同様に 1kW毎に 7,700円加算されます。 
 

S 

S 

責任分界点 

配 電 盤 主幹開閉機 
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●電気供給時間 
会期中の電気の供給時間は、開場 60分前から閉場後 30分までとします。 
但し、最終日のみ閉場時間後 15分までとします。 
 

12月 5日（月） 送電はございません 

12月 6日（火） 9:00～18:00 

12月 7日（水） 8:10～17:30 

12月 8日（木） 8:10～17:30 

12月 9日（金） 8:10～17:15 

※機械の調整および試験運転のために、上記以外の時間で特に電気の供給を必要とする場合は、可能な限り対応いたしますので、事前にイーエム電設
にお問い合わせください。 
※24時間通電を希望される場合は、提出書類に記載してください。 
 

[3]小間内電気工事 
●出展社がおこな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
者がおこなってください。 
電気工事をおこなうすべての作業者は、作業中必ず電気工事士法に基づく第 1 種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定
証を携帯してください。無免許者が施工している時は、作業を中止させられます。 
●電気用品取締規則の適用を受ける電気用品および材料は、経済産業大臣の型式承認を受けたマーク入りを使用してください。 
●小間内電気工事は、すべて会期前日までに必ず完了してください。 
会期中の電気配線工事は認められません。 
●モーター用動力配線には、負荷に相当するコンデンサーを取り付けてください。 
●対地電圧が 150V をこえる機器および分電盤には、必ずアース工事を施してください。 
アース線は事務局にて施工したトータルスイッチの位置に出してあります。 
●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ケーブルか電線をパイプモールに入れてください。 
●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。 
●分電盤の設置場所は点検、保守の容易な位置にしてください。 
●ネオン設備の使用は禁止です。 
 

 [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。 
 

イーエム電設（株）  wada@em-densetsu.com 
〒275-0015千葉県習志野市鷺沼台 4-9-6 
Tel. 043-296-7600  Fax. 043-296-7601 国際粉体工業展東京 2022専用 
担当：馬宮、信田 
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給排水・エアー・都市ガス配管工事 
 

展示会場では、給排水・エアー・都市ガスの利用が可能です。各配管工事に関する注意事項を以下のとおりご案内いたします。尚、工事
費用並びに使用料金は出展社の負担となります。必要な出展社の方は巻末の提出書類【13】【14】に必要事項をご記入の上、 
10月 21日（金）までにお申し込みください。ご不明な点は下記指定協力会社へお問い合わせください。 
 

●指定協力会社 
（株）スリーエス設備工業  担当：奥村・関本 
〒114-0023 東京都北区滝野川 2-15-4 
Tel. 03-5907-2100  Fax. 03-5907-2500 E-mail：info@sss-setubi.jp 

 

■幹線工事および二次側工事 
 幹線工事 ............. 会場内の取出口より、申込出展社の小間までの工事 
 二次側工事 ........... 小間内の工事（小間袖から希望位置まで） 
幹線工事と二次側工事の工事費および使用料金は出展社負担となります。 
料金は（株）スリーエス設備工業が算定したものを会期終了後に納入してください。 
 

■給排水 給排水幹線工事として塩化ビニールパイプで小間袖まで配管します。 
 小間内の配管は、別途料金がかかります。 
 給水の水圧は、0.15～0.18Mpa です。これ以上の水圧を必要とする場合は、 
 単独分岐配管工事や加圧機設置工事が別途必要です。 
  
 給水パイプ径： 13mmφ、20mmφ 
  その他の口径は指定業者とご相談が必要です。 
 排水パイプ径： 40mmφ または 50mmφ 
 料      金： 工事１カ所につき 77,000円 
 （消費税込） 会期中の保守料金 5,500円 
  水道使用料金 990円／m３ 
 

【排水設備（ピット）使用・排水に関する注意】 
排水設備に下記が流入すると汚損、詰まりや逆流等の原因になりますので、絶対に流さないでください。 
・油 
・薬液 
・塗料 
・悪臭を放つ汚水等 

※修理、清掃が発生する場合、その補修、賠償等に要する費用は出展社の負担となります。 
排水設備をご使用にあたり、ご不明な点等がございましたら展示会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

■圧縮空気 圧縮空気幹線工事として耐圧ホースで小間袖まで配管します。 
 圧縮空気の圧力は 0.6～0.7 Mpa です。 
 それ以上の圧力を必要とする場合は、別途工事が必要です。 
 アフタークーラーやドライ装置など出展社で準備してください。 
 

 配管の口径： 1／2”，3／4”，1” 
  （その他の口径は指定業者とご相談が必要です。） 
 料      金： 工事１カ所につき 1／2”  88,000円 
 （消費税込）               3／4”  99,000円 
   1” 110,000円 
  会期中の保守料金 5,500円 
  時間外運用料金 5,500円 

 [1時間あたり。規定時間（8:30～18:00）] 
 

■都市ガス 
ご要望に応じて（株）スリーエス設備工業がまとめて東京ガスに工事申請します。10月 21日までに個別ご連絡ください。 
東京ビッグサイトで供給できる都市ガスの規格は以下のとおりです。 
 ガスの種類 １３Ａ液化天然ガス（ＬＮＧ） 
 ガスの比重 0.66 
 ガスの熱量 11,000Kcal/ｍ3 
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インターネット回線 
 

各種通信回線の設置をご希望の出展社は、11月 11日（金）までにWEB からのお申込みをお願いします。 
 
●申込方法 
下記の OR コードまたは URL から、申込みサイトにアクセスして下さい。 
申込 QR コード:  
 
 
 
 
 
 
 
 
申込 URL:  https://entry.mice-net.jp/ex/241/reg 
 
※複数の出展ブースをお申込する際は、それぞれ別アカウントを作成してください。 
※アカウント ID はシステムで自動採番されます。登録後メールにてご案内します。 
※同一メールアドレス／パスワードで複数 ID を作成することができます。 
※弊社でお申込確認後、御請求書を発行します。入金確認後の工事となります。11月 18日（金）までにご入金をお願いします。 
※海外の銀行口座からお振込をご希望の場合は弊社担当までご連絡ください。 
 
弊社のサービスは、通信キャリア／プロバイダ／が提供するベストエフォートサービスを利用しています。その為、弊社では回線速度の保証お
よび、当該回線障害／プロバイダ障害による補償は一切致しかねます。 
 
●各回線の提供期間 
12月 6日（火）14：00～ 9日（金）17：00 
 
■インターネット接続サービス 
（1）MICE-NET Provider（ファミリータイプ） 300Mbps（動的 IP アドレス） ¥220,000（税込） 
（2）専有光回線（ファミリータイプ） 1Gbps（動的 IP アドレス） ¥143,000（税込） 
（3）ビッグサイト共有回線インターネット 100M ¥88,000（税込） 
（4）オプション：無線 LAN アクセスポイント追加費用/1台 ¥33,000（税込） 

（1）MICE-NET Provider（ファミリータイプ） 300Mbps（動的 IP アドレス） 
・専有高速光回線に、回線速度がより安定するプロバイダを含めたプランとなります。 
・MICE-NET Providerは PPPoE接続を使用しない MICE専用のプロバイダです。 
・フレッツ光の IPv6 アドレスによる VPN接続で弊社データセンターよりインターネットに接続しています。 
・MICE-NET Provider に障害が発生した場合は、PPPoE によるバックアップ回線に自動的に切り替わります。 
・専有光回線（ファミリータイプ）は安定した速度を保つため、アップロード/ダウンロード共に 300Mbps の速度制限をかけております。 
・オンライン商談、映像配信をメインとしたご使用の場合は、ぜひご利用ください。 
・ルータ用に電源を 2口ご用意ください。 

（2）専有光回線（ファミリータイプ） 1Gbps（動的 IP アドレス） 
・フレッツ光回線を 1出展社専有でご利用できるサービスです。 
・プロバイダは PPPoE接続を使用しております。 
・固定グローバル IP アドレスをご希望の場合、別途お問合せください。 
・ルータ用に電源を 1口ご用意ください。 

（3）ビッグサイト共有回線インターネット 100M 
・光回線を展示会場内の他の出展社ブースと共有でご利用頂くサービスです。 
・共有回線では、グローバル IP アドレス、VPN接続をご利用できません。専有光回線をお申込みください。 
・ルータ用に電源を 1口ご用意ください。 
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（4）オプション：無線 LAN アクセスポイント追加費用/1台 
・無線LANアクセスポイントを1台、SSIDとPWの設定のうえ、ブース内に設置するサービスです。 
・1. 2. 3. いずれかインターネット回線をお申込みのうえ、お申込みください。 
・無線LANアクセスポイントの対応規格はIEEE802.11a/nです。 
・会期中、会場内の他のアクセスポイントとの電波干渉により繋がりにくくなる可能性があります。無線LANアクセスポイント接続の保証
はいたしかねます。 
・無線LANアクセスポイントの設置位置はルータと同じ場所となります。ルータより離れた場所に設置を希望の場合は別途配線費用が
発生いたします。 
・SSIDやパスワードなど会期中の設定変更はいたしかねます。 
・無線LANアクセスポイントは1台あたり30端末接続まで、カバーエリアは10m四方までを想定しています。 
・2台目以降は別途人件費と配線費用等が発生いたします。 
・無線LANアクセスポイント用に電源を1口ご用意ください。 

1，2，3共通事項 
本サービスには、回線、プロバイダ、ブロードバンドルータの料金を含んでおります。ブース内ご指定の場所に回線を設置いたします。 
・弊社で提供するインターネット接続サービスは、通信キャリア/プロバイダが提供するベストエフォート型のサービスのため、回線速度の保 
証、および 回線障害・プロバイダ障害による補償は一切いたしかねます。 
・出展社側においてWindows Updateやアンチウィルス等のセキュリティ対策、情報漏洩対策を必ず行ってください。弊社で 
は一切の責任を負い かねますのでご注意ください。 
・ルータからお持込みの端末までのLANケーブル、HUB、端末にとりつけるLANアダプタなどは含まれていません。 
・ルータに無線LAN機能はございません。4.オプション:無線LANアクセスポイントをご利用いただくか、別途お客様でご用意ください。 
・ルータにLANポートが4口あります。PCなど端末を5台以上接続する場合には別途HUBをご用意ください。 
・各端末にはDHCP機能でプライベートIPアドレスが自動で割り当てられます。 
・小間内の配線作業、およびPC等お持込み端末の接続設定作業は含まれておりません。 
・2次側LANケーブル配線作業も承っております。お問合せください。 

 
ご不明な点は貴社ネットワーク管理者もしくは下記のキッセイコムテック（株）までお問い合せください。 
 

キッセイコムテック（株） レンタル事業部 担当：花輪、久島（くしま） 
〒170-0005東京都豊島区南大塚 3-32-1 大塚Ｓ＆Ｓビル２Ｆ 
Tel. 03-6709-2440  Fax. 03-5979-6335  E-mail: powtex@network.kcrent.jp 
 

AV機器レンタル 
 

液晶ディスプレイ、ビデオ、プロジェクター、スクリーンなどの AV 機器のリースを斡旋致します。ご希望の出展社は巻末の提出書類【16】「Ａ
Ｖ機器レンタル申込書」をご参照のうえ、11月 11日（金）までにお申し込みください。 
 
【お問い合わせ先】 
（株）光和 レンタル営業部 担当者：桑岡 
〒135-0053東京都江東区辰巳 1-5-25 
Tel.03-3522-1040 Fax.03-3522-2190  E-mail: mkuwaoka@kowanet.co.jp 
 

PC レンタル 
 

コンピュータ、液晶モニター、プリンタなどのリースを斡旋致します。ご希望の出展社は巻末の提出書類【17】「PC レンタル申込書」をご参照
のうえ、11月 11日（金）までにお申し込みください。 
 
【お問い合わせ先】 
キッセイコムテック（株）  レンタル事業部  担当：花輪、久島（くしま） 
〒170-0005東京都豊島区南大塚 3-32-1  大塚Ｓ＆Ｓビル２Ｆ 
Tel. 03-6709-2440  Fax. 03-5979-6335  E-mail: powtex@network.kcrent.jp 
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展示会場内における連絡先 
展示会場において発生した事故や病症者等の発生（発熱者など）は小さなことでも事務局にご連絡ください。 
また、緊急時の連絡先は下記のとおりです。 

 

展示会事務局 Tel. 03-5530-1182 

  

湾岸警察署 
東京都江東区青海 2-7-1 
110 または、Tel. 03-3570-0110 

  

深川消防署 
東京都江東区木場 3-18-10 
119 または、Tel. 03-3642-0119 

深川消防署有明分署 
東京都江東区有明 1-2-43  
Tel. 03-3529-0119 

消防テレホンサービス 
  （休日・夜間の病院案内・救急相談） 

 
Tel. 03-3212-2323 

  

聖路加国際病院 
東京都中央区明石町 9 
Tel. 03-3541-5151 

木場病院 
東京都江東区木場 5-8-7 
Tel. 03-3642-0032 

 

■非常時の対応 
地震・火災等の災害や傷病人が発生した場合は下記の通り、ご対応をお願いいたします。 
①地震発生時 
・震度 5以上の地震が発生した場合は、施設内全体に非常放送が入ります。放送の指示に従った行動をお願いいたします。 
・火気を使用している場合は、直ちにその利用を中止してください。 
②火災発生時 
・火災を発見した場合は、近くの消火器等で初期消火を行ってください。 
・周辺への周知とともに近くの警備員または事務局までお知らせください。119番通報した場合は、その旨もお知らせください。 
③傷病人発生時 
・近くの警備員または事務局までお知らせください。119番通報した場合は、その旨もお知らせください。 
・施設内に AED を設置しております。万が一の場合は出展社や来場者が利用することも可能です。 
 

※いずれの場合も、身の安全の確保を最優先で行動してください。 
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