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開催概要

■名 称

■開催日時

■搬入出日時

■会場

■主催

■共催

■後援

■協力

■運営事務局

台東区産業フェア2019

令和元年10月31日（木）、11月1日（金） 10：00～17：00

〈搬入〉
10月30日（水）14：00～17：00
10月31日（木） ９：00～10：00（車両搬入不可）
11月 １日（金） 9：00～10：00（車両搬入不可）

〈搬出〉
11月 1日（金）17：00～20：00

東京都立産業貿易センター 台東館４・５階展示室
〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5

台東区・台東区産業フェア実行委員会

東京都

関東経済産業局、公益財団法人東京都中小企業振興公社、
東京商工会議所台東支部、朝日信用金庫

一般社団法人日本皮革産業連合会、公益社団法人上野法人会、
公益社団法人浅草法人会、一般社団法人日本ジュエリー協会、
公益社団法人東京青年会議所台東区委員会、
一般社団法人東京鞄協会、台東区伝統工芸振興会、協同組合資材連、
協同組合東京ハンドバッグ協会、東日本ハンドバッグ工業組合、
東都製靴工業協同組合、協同組合東京帽子協会、東京都靴卸協同組合、
東京服装ベルト工業協同組合、東京装身具工業協同組合、
台東区しんきん協議会、一般社団法人台東区中小企業診断士会、
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

台東区産業フェア2019運営事務局
株式会社日広通信社：松沢、倉田、芳賀
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535
jmk@taito-sangyo-fair.jp
受付：平日10：00～18：00
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台東区産業フェア2019を成功させるために

本イベントは台東区内の中小企業やその団体が業種を横断して一堂に会するため、普
段は交わることがない来場企業様との商談、ご出展者様同士の交流、台東区民の方々を
はじめとする一般の来場者の皆様へのPRと、各社様のニーズに合った出展成果を追求で
きます。

出展者様にとって実りある機会となるよう、主催者として、下記のようなPRや会場運
営を実施して参りますが、本フェアを盛り上げるため、出展者の皆様にもご協力をお願
いいたします。

主催者が行うこと

１．公式Webページ及びFBページでの情報発信、パブリシティ
開催概要や出展者様情報、トピックスなどを公式ホームページとフェイスブック
ページを活用して発信します。また、広報活動として開催前複数回にわたるプレス
リリース、メトロガイド誌への広告掲載及びタイアップ記事掲載等を企画します。

２．招待券（DM）・チラシ・ポスター・パンフレットの作成
過去来場者等へのダイレクトメール発送や、台東区内を中心とした鉄道駅や公共施
設等でのチラシ・ポスター等の設置及び、出展企業様全社を紹介するパンフレット
作成を行います。

３．インフルエンサーの招致
海外に対して出展者様の商品やサービスを紹介し、今後の潜在顧客層を拡大するた
めに、産業フェア会場に中国本土に多くのフォロワーを抱えるインフルエンサーを
招き、動画で情報発信を行います。

４．マッチング商談会の実施
出展者様の商談機会を確保するため、あらかじめ来場が決定したバイヤー情報を
公開し、出展者様からの商談希望と先方の商談意向のマッチングを事務局が行って、
会期中の商談アポイントを確保する「マッチング商談会」を開催します。

出展各社様にご協力いただきたいこと

１．各社ホームページ、SNS等でのイベント告知
台東区産業フェア2019公式ページ及びフェイスブックページはリンクフリーです。
よろしければリンク設定や、いいね・シェア等、お願いいたします。
※今年度中については、各社様が行うイベントや他の展示会出展情報について、

産業フェア2019フェイスブックでシェアするなどの発信にご協力いたします。
発信を希望される内容がある方は、運営事務局までご相談ください。

２．ポスター掲示・招待券の配布
社屋・店舗等の道路側へポスターを掲示いただく、お得意先様等へ当フェア招待券
を配布いただく、各社様で行っているメールマガジンやブログ、SNSで本フェアに
ついて記事掲載いただくなど、集客のためのPRにご協力ください。
※ 招待券やポスターの追加配布については、提出書類⑤「招待券 ・ ポスター追加

申込書」により運営事務局までご連絡ください。

公式ＷＥＢサイトＵＲＬ

http://www.taito-sangyo-fair.jp/
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会期中スケジュール
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１０月30日（水） 10月31日（木） 11月1日（金）
準備日 会期１日目 会期２日目

7:00

:30

8:00

:30

9:00

:30

10:00

:30

11:00

:30

12:00

:30

13:00

:30

14:00

:30

15:00

:30

16:00

:30

17:00

:30

18:00

:30

19:00

:30

20:00

:30

21:00

:30

Day

事務局設営作業

9：00～13：30

出展者搬入

設営作業

14：00～17：00

〈展示商談会〉
10：00～17：00

〈展示商談会〉
10：00～17：00

出展者集合・準備

9：00～10：00

片付け・翌日準備

17：00～17：45

18：00 完全退館

出展者搬出・撤収作業

17：00～20：00

20：00 完全退館

出展者交流会

17:30～19:30

出展者集合・準備

9：00～10：00



出展者一覧
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小間数 企業名 カテゴリー 小間数 企業名 カテゴリー

1 有限会社アップル 1.ファッション 1 パイロットインキ株式会社 2.ライフスタイル

1 アリマ製靴所 1.ファッション 1 株式会社ピージーデザイン 2.ライフスタイル

2 株式会社エムジェイネクスト 1.ファッション 1 株式会社ホワイ 2.ライフスタイル

1 株式会社エリシオ 1.ファッション 1 明徳電子株式会社 2.ライフスタイル

1 大久保商店 1.ファッション 1 森川工業株式会社/マスデンテック 2.ライフスタイル

1 ガジェットリンク株式会社 1.ファッション 2 株式会社山本仏具店 2.ライフスタイル

2 株式会社金谷製靴 1.ファッション 1 株式会社蘭華 2.ライフスタイル

1 株式会社上白石 1.ファッション 1 株式会社アーク・システムマネジメント 3.ビジネスサポート

1 カレド株式会社 1.ファッション 2 アクスビー株式会社 3.ビジネスサポート

1 Coucoubebe 1.ファッション 1 株式会社アクティブ 3.ビジネスサポート

1 株式会社クスグルデザイン 1.ファッション 2 浅草テックシステム株式会社/ユニテックシステム(株) 3.ビジネスサポート

1 株式会社ＣＯＡＲＯＯ 1.ファッション 1 朝日プロセス株式会社/A・Tコミュニケーションズ(株) 3.ビジネスサポート

2 株式会社サスガ商会 1.ファッション 1 株式会社アビー 3.ビジネスサポート

1 株式会社J’s TOKYO 1.ファッション 1 異業種交流会台東ビジネス交流会 3.ビジネスサポート

2 JTO ジュエリータウンおかちまち 1.ファッション 2 有限会社石山製作所 3.ビジネスサポート

2 シャルマン・フルール株式会社 1.ファッション 2 株式会社稲沢商会 3.ビジネスサポート

1 有限会社真光 1.ファッション 1 株式会社NAロット 3.ビジネスサポート

2 sugata 1.ファッション 1 小澤紙工有限会社 3.ビジネスサポート

1 皮革製品加工所　セカンド・オーシャン 1.ファッション 1 株式会社科学技術社 3.ビジネスサポート

1 全国皮革振興会 1.ファッション 1 株式会社ケイプロモーション 3.ビジネスサポート

1 delmano+CRAFT 1.ファッション 1 株式会社コンベックスコーポレイション 3.ビジネスサポート

1 東京髪飾品製造協同組合 1.ファッション 1 桜木電子株式会社 3.ビジネスサポート

2 東京都靴卸協同組合 1.ファッション 1 シーレックス株式会社 3.ビジネスサポート

2 東京洋装雑貨工業協同組合 1.ファッション 2 株式会社人財ソリューション 3.ビジネスサポート

1 株式会社トーカ 1.ファッション 1 菅原印刷株式会社 3.ビジネスサポート

1 有限会社トット商事 1.ファッション 1 菁文堂株式会社 3.ビジネスサポート

2 株式会社ナイス企画 1.ファッション 1 株式会社第一印刷所 3.ビジネスサポート

1 日本貴金属文化工芸協同組合 1.ファッション 1 合同会社ダイスコネクティング 3.ビジネスサポート

1 マイテウ 1.ファッション 2 株式会社タチバナ産業 3.ビジネスサポート

1 矢澤株式会社 1.ファッション 1 ティー・エヌ・エス株式会社 3.ビジネスサポート

1 山一インターナショナル株式会社 1.ファッション 1 TS4G株式会社 3.ビジネスサポート

1 株式会社ラモーダヨシダ 1.ファッション 1 デジタルファクトリー株式会社 3.ビジネスサポート

1 合同会社リボーン 1.ファッション 1 東洋ロープ株式会社 3.ビジネスサポート

1 有限会社ワイティーストーン 1.ファッション 1 株式会社トーヨー工芸工業 3.ビジネスサポート

1 ウインドミル株式会社 2.ライフスタイル 1 トキワイーエーエム株式会社 3.ビジネスサポート

1 株式会社エルス 2.ライフスタイル 1 株式会社戸谷染料商店 3.ビジネスサポート

1 株式会社カテラ 2.ライフスタイル 1 長井紙業株式会社 3.ビジネスサポート

2 株式会社金井畳店 2.ライフスタイル 1 株式会社日本マイクロリンク 3.ビジネスサポート

2 株式会社くるま屋 2.ライフスタイル 1 株式会社ピーサポート 3.ビジネスサポート

1 SABUKO株式会社　東京営業所 2.ライフスタイル 1 株式会社ぴーぷる 3.ビジネスサポート

1 サンフェルト株式会社 2.ライフスタイル 2 株式会社豊和 3.ビジネスサポート

2 有限会社染木商店 2.ライフスタイル 1 Polaris Infotech株式会社 3.ビジネスサポート

1 株式会社大王製作所 2.ライフスタイル 1 株式会社松村エンジニアリング 3.ビジネスサポート

2 株式会社トイカード 2.ライフスタイル 1 望月印刷株式会社 3.ビジネスサポート

2 東京都鍍金工業組合中央支部 2.ライフスタイル ◆姉妹・友好・連携都市

2 東京吉岡株式会社 2.ライフスタイル 1 会津本郷焼事業協同組合 4.姉妹・友好・連携都市

1 株式会社童心 2.ライフスタイル 1 浅野青果株式会社 4.姉妹・友好・連携都市

2 東都製靴工業協同組合 2.ライフスタイル 1 株式会社　カワベ 4.姉妹・友好・連携都市

1 株式会社ナカノ 2.ライフスタイル 1 croi 4.姉妹・友好・連携都市

2 株式会社ナチュラルプロモーション 2.ライフスタイル 1 シントク株式会社 4.姉妹・友好・連携都市

1 ナニワ研磨商事株式会社 2.ライフスタイル 1 日光伝統工芸組合協議会 4.姉妹・友好・連携都市

1 株式会社ネイチャーブリス 2.ライフスタイル 1 宮城県大崎市【うるしの虎造】 4.姉妹・友好・連携都市

1 ハートイング有限会社 2.ライフスタイル 1 村山裁断製甲所 4.姉妹・友好・連携都市



会場レイアウト ５階
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会場レイアウト ４階
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会場へのアクセス

アクセスＭＡＰ

電車・バスでお越しの場合

お車でお越しの場合

※一般の駐車場はございませんので、お車で来館される方は、近隣の駐車場をご利用ください。

9

高速道路 首都高速6号向島線　向島出入口から約5分

都営バス
二天門下車すぐ前
(都08)　日暮里駅　⇔　錦糸町駅
(草64)　浅草雷門　⇔　池袋駅　東口

東京メトロ銀座線（地下鉄）
浅草駅から370m　徒歩5分
7番出口へ。階段を上がり左側の出口を出て、右へ直進(馬道通り)。
二天門交差点の角。

東武スカイツリーライン
（伊勢崎線）

浅草駅から370m　徒歩5分
正面改札口へ。エスカレーターを降りて右側の出口を出て、右へ直進(馬道通り)。
二天門交差点の角。

都営浅草線（地下鉄）
浅草駅から500m　徒歩8分
A5番出口へ。出口を背にして左側（馬道通り）へお進みください。
二天門交差点の角。

つくばエクスプレス（TX）

浅草駅から700ｍ 徒歩9分
A1番出口へ。右側浅草寺方面に進み、5差路の中程「奥山おまいりまち｣の鳥居を
くぐり直進。浅草寺境内を通り抜け二天門から馬道通りを渡った正面。
二天門交差点の角。

東京水辺ライン（水上バス）浅草（二天門）発着場から500m 徒歩6分



搬入・搬出について（宅配便）

荷扱い場スペースに限りがあるため、
出展物の搬入出は、宅配便の活用をお願いいたします。

宅配便を利用した出展小間への発送

10月3０日（水）14時～17時、1０月３１日（木）９時～10時
出展者搬入・設営作業時間帯のうちに、ご担当者様が確実に受け取れる時間を指定し、
発送してください。会場の混雑防止のため、着払いはご遠慮いただき、元払いにてご
発送ください。

宅配便を利用した会場からの発送

11月１日（金）に会場内に指定集荷所を設けます。
混雑が予想されるため、事前に発送伝票へのご記入をお願いします。

※発送伝票は、指定集荷所または、運営事務局にてお受け取りください。

10

【送り先伝票記載例】
〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5
東京都立産業貿易センター 台東館４ or ５階展示室
「台東区産業フェア2019」
（小間ＮＯ．）（出展者名）（担当者名）（受取人の携帯番号）を
ご記載し、上記時間帯内での指定時間を必ず明記してください。

【台東館４・５階展示室への発送】



搬入・搬出について（自社車両）①

提出書類①「搬入出車両希望調査票」のご提出について

①会場への展示品の搬入・搬出に車両もご利用いただけます。車両をご利用される場
合は入庫証が必要です。入庫証は事前にご希望をいただいた出展者のみに発行させ
ていただき、当日の発行は一切受け付けることができません。
つきましては、全出展者は、提出書類①「搬入出車両希望調査票」に必要事項をご
記入の上、指定期日までにご提出ください。
10月中旬に搬入・搬出時間を指定した「入庫証」を郵送させていただきます。

※「入庫証」に記載されている指定時間を厳守頂けますようご協力お願いします。
※「入庫証」は、館内で同時に開催される他の催しで必要な車両台数との調整の

結果、施設管理者から発行されるものであり、台東区産業フェア主催者の一存
で融通できるものではございませんので、必ず事前にご希望いただき、発行さ
れた入庫証の内容に従った搬入・搬出をお願いいたします。

▼搬入出予定スケジュール

※エレベーターには7号エレベーター（3ｔ）、８号エレベーター（2ｔ）が
ございます。当日、エレベーター横の「荷物用エレベーター利用時間帯表」
をご確認いただき、「台東区産業フェア2019」用に使用できるエレベーター
をご利用ください。

②「入庫証」の必要事項は記入漏れのないようご記入いただき、搬入口で警備員に
提示し、入館してください。入館後は車両のフロントガラスの外から見えるように
提示して、駐車をしてください。

③会場には耐荷重400㎏の台車を設置しておりますが、数に限りがありますので、
各社でのご用意をお勧めします。

④荷扱い場は駐車場ではありません。速やかな積み降ろしとご移動にご協力ください。

⑤周辺道路は駐車禁止区域ですので、駐車は厳禁です。

⑥台東館周辺は交通量及び、観光客が多く、入館待ちの停車が困難ですので、搬入出
時間は厳守お願いします。
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搬入 10月30日（水） 14：00～15：00 15：00～16：00 16：00～17：00

搬出 11月1日（金） 17：30～18：00 18：00～18：30 18：30～19：00



車両搬入経路図

車両搬入経路図

積載量（２t）（カゴ内寸法） W1.7ｍ×H2.4ｍ×D3.0ｍ 出入口寸法 W1.5ｍ×H2.4ｍ

積載量（３t）（カゴ内寸法） W2.0ｍ×H2.6ｍ×D4.15ｍ 出入口寸法 W2.0ｍ×H2.6ｍ

進入口車高制限：3.4ｍ
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搬入・搬出について（自社車両）②



基本ブース仕様

1小間基本仕様 間口：2.68ｍ×奥行：1.98ｍ×高さ：2.1ｍ

■基本備品（1小間あたり）※出展料に含む
木工パネル：バックパネル2.68ｍ×2.1ｍ

サイドパネル1.00ｍ×2.1ｍ
商談机：1台

※W1500㎜×D600㎜×H700㎜白布腰巻仕様

社名板：1枚
貴名受け：1個
折りたたみ椅子：2脚
照明：レフスポット100W 2灯
コンセント：1個（2口300W）

※角小間にはサイドパネルはつきません。
※主催者が管理するブース（伝統工芸ゾーン 等）と隣接する小間については隣接する

袖壁が長くなるなど、仕様が変更となる可能性がございます。
※追加コンセント等は、別途でのお申し込みが必要です。（有料）

提出書類③「レンタル備品申込書」にて運営事務局へお申し込みください。

また、主催者設備および基礎ブース施工は運営事務局が行います。
展示装飾全般・基礎ブース設備等のブース追加工事・特別装飾・備品レンタルなどに
ついても、下記運営事務局までご相談ください。

各社ブース内で、ものづくり体験・実演販売等のワークショップを行うことも可能
です。ブース内でワークショップを実施し、ＨＰ等での告知をご希望の出展者様は、
提出書類②-2「ワークショップ実施内容調査票」をご提出ください。

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

■基本備品（1小間あたり）※出展料に含む
システムパネル：バックパネル2.68ｍ×2.1ｍ

サイドパネル0.99ｍ×2.1ｍ
商談机：1台

※W1500㎜×D600㎜×H700㎜白布腰巻仕様

社名板：1枚
貴名受け：1個
折りたたみ椅子：2脚
照明：レフスポット100W 2灯
コンセント：1個（2口300W）

▼ファッションカテゴリー以外の出展者
※カテゴリーは6ページでご確認ください。
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▼ファッションカテゴリーの出展者
※カテゴリーは6ページでご確認ください。



装飾についての注意事項

1.高さ制限は床面から2.1ｍ以下とさせていただきます。

2.装飾物・出展物が小間の境界線の外側にはみ出すことは禁止いたします。

3.ファッションカテゴリー出展者の標準小間は木工パネルとなっているため、壁面に
釘等を使用した工作をすることができますが、その他のカテゴリーの出展者の標準
小間はシステムパネルを使用しているため、壁面に直接工作することはできません。
パネル等を取付ける際は壁面を傷つけない工作を行ってください。

4.壁面に重量物を取り付けることは、壁面が転倒する恐れがありますので禁止とさせ
ていただきます。

5.展示用合板、カーペット、カーテン類は防炎性能を有するものを使用してください。

6.装飾物および出展物の会場設備（床・柱・壁・ガラス・天井・配管・配線類）を
使用した工作は一切禁止です。万が一破損した場合は、速やかに会場内事務局へ届
け出てください。

7.ブースの施工において、天井や屋根を設けることは、消火活動の障害となるため、
禁止いたします。

8.会場常設の消火器・屋内消火栓・スプリンクラー設備・自動火災報知機・非常ベ
ル・誘導灯などを装飾物などにより隠さないでください。また、その付近には使用
の際に障害となる陳列および、工作物などの物品を置かないでください。

9.会場の管理運営に支障をきたす、騒音・振動・臭気・煙などを発する工事は禁止い
たします。また会場内を汚損、漏水するおそれのある場合は、あらかじめ十分な保
護工作を施してください。

10.出展物および装飾物は、地震等により転倒・落下・移動等しないよう、確実に固
定取り付けをしてください。

11.装飾物・演出としての裸火、煙・スモークマシーン、ネオン管などの使用を禁止い
たします。

12.作業や実演等で生じたゴミ類は必ず出展者が毎日お持ち帰りください。出展者が持
ち帰らず運営事務局が処理した場合、それにかかった費用を出展者へご請求させて
いただきます。

13.インターネット回線が必要な場合には事前のお申込が必要です。
提出書類④「インターネット利用申請書」にてお申し込みください。
有料：1,000円（税込）
お申込いただいた方には、会期当日、会場内事務局にて無線LANのパスワードを
発行いたします。使用する出展企業様は無線LAN対応パソコン等をご持参くださ
い。大容量データを使ったデモンストレーションは、ハードディスクに取り込むか、
外付け記憶媒体によりお持込みをお勧めいたします。

14.各小間には標準設備として300Wの2口コンセントが1箇所設置されています。
既定の容量を超えた電気を使用しますと、ブレーカーが落ちるなどの危険がありま
す。標準設備を超えた使用が見込まれる場合は、提出書類③「レンタル備品申込
書」にてコンセントの追加を申請してください。
※持込み延長コードによるタコ足配線は禁止です。
※コンセント設置位置の希望がある場合は、事前に運営事務局へご相談ください。
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出展についての諸注意事項①

１.出展者パスの着用
出展者パスに名刺を貼付、または、会社名・氏名を明記して
来場者対応をしてください。
※搬入出時にも必ず着用してください。

２.入退館時間
会場保全のため、会期中の出展者の入館は午前９時から、
退館は午後６時までとさせていただきます。

（１１月１日は午後８時まで）

３.出展企業案内
運営事務局では、本展示商談会の案内書として会場案内と全出展者の社名・所在地
・電話番号・Eメール・URL（ホームページアドレス）・会社紹介等を記載したパ
ンフレットを作成し、来場者に配布いたします。

4.出展物の保護と管理
小間内の出展物の保護については、出展者自身で行ってください。また、天災、そ
の他の不可抗力により発生した事故（盗難・紛失・火災・損傷等）については、主
催者は、その賠償の責任は負いません。出展者は、出展物の輸送および、展示期間
中の保護については、必要に応じて出展者で保険をかける等、適切な対策を講じて
ください。

5.会場の呼び出し
緊急時を除き、館内の呼び出しはいたしません。

6.写真撮影・ビデオ撮影
会場内での写真撮影は可能です。なお、他社展示物を撮影する際は、必ず当該者の
承諾を得てください。また、来場者のお顔等の撮影はしないよう、ご配慮をお願い
します。

7.通路などでの営業行為
通路部分など自社小間スペース外でのパンフレットの配布、アンケート回収、呼び
込み等の営業行為は控えてください。

8.自社小間外での小間訪問者滞留の禁止
自社小間の外に来場者が滞留するような事態が発生した場合、他の出展者の迷惑と
なりますので、各出展者の責任において滞留の解消に努めてください。

9.小間内常駐のお願い
会期中は自社小間内に必ず1名は常駐し、来場者の対応を行ってください。やむを得
ず、不在にする場合は、必ず不在メッセージの掲示をお願いします。

10.喫煙について
展示室内は禁煙です。喫煙は指定の喫煙場所で行ってください。

11.出展放棄の禁止
展示会開催中に運営事務局の許可を得ず、出品物・装飾物を撤去したり、ブースを
無人のままに放置することを禁止いたします。
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出展についての諸注意事項②

12.音量規制
展示実演等により発生する過度な音量は、緊急時の一斉放送の障害になるほか、他
の出展者の迷惑となりますので、節度を持った音量を心がけてください。主催者が
妥当ではないと判断した場合は、音量の調整または、音響設備の使用を中止をお願
いする場合がありますのでご注意ください。

13.危険物の持ち込み
会場内に危険物品の持ち込みは禁止です。
危険物品を展示する場合は、事前に運営事務局にお申し出いただき、
展示方法の相談をしてください。
〈参考〉

①危険物品（消防法で定められている危険物品）

②指定可燃物
ラッカー、パテ、パラフィン等の消防法および、火災予防条例で定める指定
可燃物

③可燃性ガス
プロパン、アセチレン、水素等の一般高圧ガス、保安規制で定める可燃性
ガス

④マッチ

⑤火薬類

1４.物品販売
ブース内での物品販売も可能です。
事務局では、全出展者の物品販売及びワークショップの実施について把握するため、
提出書類② 「各種取組実施調査票」（全出展者提出）により、物品販売の実施有無
についてご回答ください。
①現金の管理は出展者自身で責任を持って行ってください。

また、つり銭は出展者でご用意のうえ、購入者にはレシートまたは領収書を必ず
発行してください。

②物販を希望する出展者には、物販を行っていることを示すステッカーを配布いた
しますので、通路から見て見やすい位置にステッカーを貼ってください。

種類 引火点 内容

第1石油類 21℃未満 ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール類等

第2石油類 21～70℃未満 灯油・軽油・洗浄油・テレビン油・アルコール類等

第3石油類 71～200℃未満 重油・マシン油・潤滑油等

第4石油類 201℃以上
キヤ油・シリンダー油・タービン油等
動植物油類（不燃性容器に収納密栓され、貯蔵保管され
ているものは除く）
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来場者識別パスについて
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企画展示コーナー

企画展示コーナー

■企画概要

■テーマ

■場所

■募集内容

■展示方法

■募集数

■メリット

■お申込み

台東区産業フェア2019に出展されている企業・商品を、下記のテーマか
ら紹介するコーナーです。
このコーナーでの展示を希望する出展者様が取り扱う商品・サービスの開
発秘話や、これまでのストーリーにフォーカスして、パネル及び実物展示
によりご紹介します。

モノづくりから生まれた「伝統・革新」

5階中央「特別展示ゾーン」

来場バイヤー様や一般のお客様に伝えたい商品や会社にまつわる
ストーリー。

【例として】
①古くから提供し続けている「定番商品」の時代に合わせた工夫や苦労
②すでに市場に存在する商品やサービスに、新たな発想を加えることで
開発された商品について

③今まで自社で扱ってきた技術や製法を応用して、開発された商品
について

①事前にいただいた情報を元に、運営事務局にてパネルを作成いたします。
②スペースを用意いたしますので、設営日（前日）に展示をお願いします。

２０～３０社程度。
※申込数により変動いたします。

1.企業や商品への興味喚起
企業のあゆみや商品・サービスがもつストーリーに焦点を当てる展示をす
ることで、通常のブース出展を見る時とは異なる目線で商品に興味を持っ
てもらえる機会になります。

２.ブースへの誘引
商品・サービスの裏側にあるストーリーを知りたいというバイヤー様・
一般来場者様は多くいらっしゃいます。この企画展示ゾーンで興味を持ち、
各社様のブースへ足を運ぶという誘引効果が期待されます。

３.メディアの取材対象
企画展示コーナーにはピックアップされた展示が立ち並ぶため、取材の
対象となりやすく、メディアへのアピールとなります。

4.商品等の紹介パネル
ヒアリングした内容を元に、事務局が紹介パネルを作成いたします。
イベント終了後、パネルはお持ち帰りいただくことも可能です。

提出書類⑥「企画展示コーナー出展申込書」にて、9月27日（金）まで
に運営事務局へお申し込みください。
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出展者交流会

出展者交流会概要

■開催概要

■開催日時

■会場

■参加費

■定員数

■申込方法

■申込期限

■備考

様々な業種から出展いただいた企業様同士の交流の場として立食形式の
パーティを行います。同じ台東区内にある、多様な業種の企業様との交流
から、思わぬヒントやビジネスチャンスが生まれるかもしれません。
ぜひ積極的にご参加ください。

令和元年10月31日（木） 17：30～19：00（90分）
（受付開始は17：00～）

上野精養軒浅草店
〒111-0033 東京都台東区花川戸２-６-５
台東区民会館 ８階（※施設内店舗のため移動はスムーズです。）

お一人様 3,000円（税込） 当日現金でお支払い

120名程度（1社から複数名参加可）
※定員に達し次第、受付を終了いたします。

事務局よりお送りする提出書類⑦「出展者交流会参加申込書」
による事前申込制

令和元年10月18日（金）

定員数に達しなかった場合のみ当日申込可。
領収書を希望される方は、事前に事務局へお知らせください。



カフェコーナーのご案内
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◆出展特典：
各出展者様には1小間につき4枚、会期中2日間使える「コーヒー引換券」をお渡し
いたします。（どちらのカフェコーナーでも使用できます。）
ご来場いただいたお得意先様等にお渡しいただくことも可能ですので、どうぞ
ご利用ください。

カフェコーナーのご案内
会場内各階にカフェコーナーを設けております。ご昼食・ご休憩にご利用ください。
コーヒー、ソフトドリンクのほかサンドウィッチ等の軽食も用意しております。

４F

５F



レンタル備品①

レンタル備品を希望される出展者は、提出書類③「レンタル備品申込書」にて
運営事務局までお申し込みください。
※表示価格は準備日および、会期中を通しての料金となります。
※レンタル料金は、会期終了後に運営事務局が発行する請求書に記載する支払期日

までに必ずお支払いください。
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※上記記載の金額は税別表示となります。



レンタル備品②
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※上記記載の金額は税別表示となります。
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出展者セミナー（9月24日開催）のご案内

申込み・問い合わせ：台東区産業振興課地域産業担当
T E L：03-5246-1143 F A X：03-5246-1139
E-mail：t-ff@jcom.home.ne.jp
受付：土・日・祝日を除く
午前8 時30 分～午後5 時15 分

本セミナーは会期前に行うスキルアップセミナーとなります。



提出書類一覧

※提出書類はすべて、必ず捺印をお願いいたします。
※各提出書類は必ず提出期限をお守りください。
※提出書類は必ず原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）を

保管してください。

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp
受付：平日10：00～18：00
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NO 提出書類名 提出期限（必着） 対象

① 搬入出車両希望調査票 令和元年9月27日（金） 全出展者

② 各種取組実施調査票 令和元年9月27日（金） 全出展者

②-2 ワークショップ実施内容調査票 令和元年9月27日（金） 該当出展者

③ レンタル備品申込書 令和元年9月27日（金） 希望出展者

④ インターネット利用申込書 令和元年9月27日（金） 希望出展者

⑤ 招待券 ・ ポスター追加申込書 令和元年9月27日（金） 希望出展者

⑥ 企画展示コーナー出展申込書 令和元年9月27日（金） 希望出展者

⑦ 出展者交流会参加申込書 令和元年10月18日（金） 希望出展者
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※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

㊞

会場の車両収容台数に制限があるため、原則、1ブースあたり1台とさせていただきます。

■申請書受理後、運営事務局側でブース規模に相当する割り当て作業時間にて搬入・搬出スケジュールを決定し、
■
ｖ10月中旬にご担当者様宛に「入庫証」を運営事務局よりお送りいたしますので、当日必ずご持参ください。
■なお、会場では車両の留置きはできませんのでご注意ください。
　車両証が届かない場合には、運営事務局までご連絡ください。

備考欄

搬出
11月1日
（金）

希望台数

■車両の使用を希望される場合は、搬入出車両の予定車種・台数をご記入ください。

搬入
10月30日

（水）

月　日

FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

装飾資材・展示物品

装飾資材・展示物品

装飾資材・展示物品

装飾資材・展示物品

装飾資材・展示物品

装飾資材・展示物品

目的

所在地

TEL

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

車両の種類

■該当する方に ☑ をご記入ください。

搬入出に際して
車両の使用

□希望する　　　　　　　□希望しない

全出展者
事務局
使用欄

提出書類①　搬入出車両希望調査票

お問い合わせ・送付先 提出期限
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㊞

※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

※ ブース内でワークショップの行う場合には、別紙②-2「ワークショップ実施内容調査票」をご提出ください。

NO.

①現金の管理は出展者自身で責任を持って行ってください。

　また、つり銭は出展者でご用意のうえ、購入者にはレシートまたは領収書を必ず

　発行してください。

②物販を希望する出展者には、物販を行っていることを示すステッカーを配布いたしますので、

  通路から見て見やすい位置にステッカーを貼ってください。

③こちらで「販売商品名」を記載しなかったものを当日販売いただいても結構です。

　あくまで提出時点のご予定をお知らせください。

行います① ブース内での販売を

6

3

4

8

7

5

2

TEL FAX

商品概要販売商品名

しません

２．上記①で販売をされる出展者は「販売商品名」「商品概要」をご記入ください。

1

１．該当する方に「○」をご記入ください。

② ブース内でのワークショップを 行います しません

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

全出展者
事務局
使用欄

提出書類②　各種取組実施調査票

お問い合わせ・送付先 提出期限
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㊞

※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

　下記に記載の上、ご提出ください。

※ ワークショップの完成イメージ等、参考画像のある出展者はメールにて本紙をご提出のうえ、
    あわせて参考画像も添付してください。

項目 記入欄

実施予定時間帯

11月  1日（金）

実施概要
（作業内容の他、参加者に対す
る注意事項等ございましたらご

記入ください。）

無料　　・　　有料　（　　　　　　　　　円）　

有り　　　・　　　無し

可　　　　・　　　不可

10月31日（木）

ワークショップタイトル

所要時間

当日申込の可否

事前申込の実施

参加費

使用する材料・道具・機材

その他

■自社ブース内でワークショップを実施し、本フェアホームページでの告知を希望される方は、

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

該当出展者
事務局
使用欄

提出書類②-2 ワークショップ実施内容調査票

お問い合わせ・送付先 提出期限
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㊞

※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

NO.

1

A：W1500×D600×H700

B：W1900×D600×H700

4

5

6

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

22

23

15

104,500

A：26インチ 88,000
19 液晶DVDセット

S菅＆チェーン S菅×4個　チェーン1ｍ×2本　 550

W600×D600×H600 3,850

有線ハンドマイク　スピーカー

W1200×D600×H920

金額（税込）

24

3

12

サイズ 単価（税込） 申込数

4620

LED電球色（16W） 5280

2970A：2口

B：2口　アース付 3520

27,500

B：32インチ

W900×D450×H2100

4枚

スポットライト

アープスポットライト

LED電球色（16W）

コンセント

A4　12段

A4　3段

A：47ℓ

B：25ℓ

W900×D690×H1670

パネルスタンド

ゴンドラ

ディスプレイスタンド

ダストボックス

マジックテープ

ショーケース（コンセント別途）

有線マイクセット

ユニットディスプレイ

カタログスタンド

卓上カタログスタンド

5,500

展示台

19,250

23,100

24,750

330

3,960

W2200×H1000

W990×D495×H800

W990×D700×H800

W990×D990×H800

A：システム用W990×D300

16,500

16,500

19,800

4,400

6,600

2,200

2,750

3,080

2,200

W1500×D600×H920 23,100

W1800×D600×H920

展示台

希望出展者 事務局
使用欄

提出書類③　レンタル備品申込書

お問い合わせ・送付先 提出期限

品名

パイプイス

2 カフェテーブル

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

A：φ600×H600

B：φ750×H600

5,500

770

合計金額

販売平台

46,200

11,000W1500×D750×H770

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

7 棚板

白布

3,960

1,980

会議テーブル

B：木工用W900×D300 6,600

展示台
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㊞

※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

●インターネット接続に必要な機器（パソコン、LAN、ケーブル、ルーター、ハブ等）は利用者でご用意ください。

●無線LAN機能のあるパソコンなどをご利用ください。

●高速・大容量（高画質データを含む）データの送受信をご希望の場合は、別途通信会社にお申し込みください。

●接続や設定変更等に関するサポートは一切行えませんので、あらかじめご了承ください。

希望出展者 事務局
使用欄

提出書類④　インターネット利用申請書

お問い合わせ・送付先 提出期限

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

備考欄

1,000円（税込）

■インターネット回線（無線LAN）のご利用を希望される方は、下記記載の上ご提出ください。

＜その他 特記事項＞

使用予定台数

インターネット回線（無線LAN）

インターネット回線は、共用回線、無線LANのみのとなります。

□ 希望する

利用される端末や利用内容
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※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

備考欄

追加希望 必要枚数

追加希望枚数が極端に多い 場合にはお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
追加分のお申し込みを事務局にて確認次第 、順次発送させていただきます。

■追加分送付先

ポスター（A2） 枚　

ご注意

■追加希望枚数

ご招待券 枚　

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：芳賀・倉田

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

希望出展者
事務局
使用欄

提出書類⑤招待券 ・ ポスター追加申込書

お問い合わせ・送付先 提出期限

㊞





※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

㊞

■該当する方に「○」をご記入ください。

※注意事項
・展示スペースは鍵付き、ボックス保管ではございません。※監視スタッフはおります。

・申込多数の場合は、事務局にて選定し展示をお断りする場合がございます。

・パネル作成のためのヒアリング項目は、申込後別途事務局よりご連絡いたします。

備考欄

・展示スペースは、W900mm×D450mm×H700mm程度のスペースを予定しております。
　※応募数によってスペースが変更になる場合がございます。

展示品・サービス名

来場者に伝えたいストーリー
（300文字程度以内）

展示品詳細
（サイズ・形状等）

項目 記入欄

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

9月27日（金）

出展者名

所在地

希望出展者 事務局
使用欄

提出書類⑥企画展示コーナー出展申込書

お問い合わせ・送付先 提出期限





40

※原本（ＦＡＸ・メールの場合）または控え（郵送の場合）は必ず保管してください。

㊞

※注意事項
・ご飲酒に関してご自身、同伴者、相手の体調・体質に合わせた飲み方をしてください。

・未成年の方へのお酒の提供はできません。

・飲酒後の運転行為は禁止です。（勧めるのも幇助罪となります。）

備考欄

その他

領収書希望有無

□領収書希望　　　　□不要

領収書宛名記入欄（出展企業名以外をご希望の場合、ご記載ください。）

参加者名（全員分記入）

■参加費用：お一人様3,000円（税込）は当日現金でお支払いください。

項目 記入欄

参加希望人数 　□参加　　（参加人数　　申込者含め合計　　　名）

TEL FAX

担当者名
当日連絡先

（携帯番号）

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

　〒102-0083　東京都千代田区麹町4-3-3　新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp

10月18日（金）

出展者名

所在地

希望出展者 事務局
使用欄

提出書類⑦ 出展者交流会参加申込書

お問い合わせ・送付先 提出期限





お問い合わせ窓口

各提出物および、運営・設営に関するお問い合わせ

台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp
受付：平日10：00～18：00

台東区産業フェア全般に関するお問い合わせ

台東区文化産業観光部 産業振興課
担当：本田・港・紫冨田（しぶた）
ＴＥＬ：03-5246-1143 FAX：03-5246-1139

E-mail：sangyo@city.taito.tokyo.jp

同時開催イベントのご案内
台東区産業フェア2019と同じ建物の6階では、東京都中小企業振興公社が主催する、東
京発の生活関連製品の展示会「東京くらしのフェスティバル2019」が同時開催されます。



台東区産業フェア 運営事務局：株式会社日広通信社
担当：松沢・倉田・芳賀

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル2階
ＴＥＬ・ＦＡＸ共通：03-3263-3535

E-mail：jmk@taito-sangyo-fair.jp
受付：平日10：00～18：00


