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「第５回フード展示商談会 in大田」参加マニュアル（食品事業者側） 
 

本マニュアルは準備から会期終了に至るまでをまとめたものです。 

内容をご理解いただき、本展示商談会が円滑に行われますようご協力をお願いします。 

 

１ イベント構成 

（１）概要 

日時：平成 30年 8月 28日(火) 13時〜17時 

会場：大田区産業プラザＰｉＯ 4階コンベンションホール 

主催：大田区、公益財団法人大田区産業振興協会 

後援：大田区商店街連合会、東京商工会議所大田支部、公益財団法人東京都中小企業振興公社 

協力：川崎信用金庫、共立信用組合、さわやか信用金庫、芝信用金庫、城南信用金庫  [50音順] 

 

(２) 当日の商談方法 

①商品を展示してアピール 

自社スペースの中で、展示用のテーブルに商材・食品等を 

展示して自社商品をアピールしてください。 

 【⇒ 試食を行うための注意点は３ページへ】 

 

②事前商談予約の対応[20分/1回] 

指定している時間に仕入関係者がスペースに訪れます。 

商談テーブルをご案内し、商談を行ってください。 

商談相手は事前予約を希望する仕入関係者の指名に基づき、 

事務局で設定します。 

【⇒ 会期前の事前準備（「商談会シート」の提出、事前商談予約）は４ページへ】 

 

（３）当日のスケジュール 

時間 内容 詳細 

12:00 

～ 

13:00 

①受付開始・準備 

(参加費支払い) 

 参加費の支払い 

 アンケート、ネームホルダーなど各種受け取り 

 展示商談会の準備(自社スペースのセッティング等) 

12:50 ②開会挨拶  展示商談会の進行説明を含む 

13:00 

～ 

17:00 

③展示商談会   事前予約による商談と同時進行 

17:00 

～ 

17:30 

④閉会 

 自社テーブルの片付け 

 ネームホルダーの返却 

 アンケート用紙の提出(全社提出をお願いします) 

※自社テーブルのセッティング等から、遅くとも 12:30までには受付をお済ませください。 

 

（４） 参加費の支払い 

参加費は１社につき 3,000円(税込)です。釣銭のないようにご協力をお願いします。 

（原則、事前のお振込等は対応しておりません） 

 

（５） 盗難・詐欺行為 

展示会場内で生じた出展者の所持品等の盗難、取引に関連した詐欺について事務局は責任を一切負いませ

ん。充分ご注意ください。 

商品を展示
してアピール

事前商談
予約の対応

同じ会場で来場者に対して 

２種類の商談を行います 
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２ 会場及び展示・商談スペースイメージ 

スペース(テーブル)の割り振りについては、事務局で決定させていただきます。 

 

 
 

 

 

 

  
１スペース：幅 2,000㎜×奥行 3,000㎜ 

テーブル 2脚(横 1,800㎜×縦 600㎜×高さ 700mm)、椅子 4脚 

※手前（通路面）の机は展示用テーブル、奥の机は商談用テーブルになります 

※掲示板やパーティション等はありません 

 

  

配膳室 

[簡易コンロ、冷蔵庫] 

人荷共用 

エレベーター 

[搬入経路] 

[受付] 

エスカレーター 

エレベーターより 

(地下駐車場より) 

[来場ルート] 

[来場者休憩スペース] 

※会場内では無線Ｗi-Fi をご利用

いただけます。ID とパスワード

は当日、ご案内します。 
 

※会場内禁煙 

（喫煙場所：６階喫煙所、 

１階大展示ホール大扉外） 

[トイレ] 
４階 

コンベンション 

ホール 
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３ 試食を行うための注意点 

 当日は会場付帯施設の配膳室の利用が可能です。

配膳室のコンロもしくは冷蔵庫、コンロ（湯せん）の利

用、またはポットやホットプレート等の調理器具の持

ち込みを検討されている方は、事前に事務局に相談

ください(電源を利用するもの含む)。 

 生もの・冷蔵（冷凍）商品の取り扱い 

試食用で生ものをお取り扱う事業者様は、保冷剤を

入れた保冷バッグでのご来館をお勧めいたします。

冷蔵保管したい場合は、バックヤードにある配膳室

の冷蔵庫(配膳室)をご利用ください(冷凍庫は原則用

意しておりません)。 

 危険物、火気、ガス等の使用 

   コンベンションホールでは、火器及び危険物(発火・引火しやすいもの、騒音・振動・高熱・臭気・煤煙等を発

するもの)の使用を禁止しています。試食用で冷凍食品やレトルト食品等をお取り扱いされる事業者様は、

バックヤードにございます配膳室のコンロ等でご対応をお願いします。その他、臭気等を発するもののお取

り扱いは、全て配膳室にてご対応をお願いします。 

 会場内での物品の販売はご遠慮ください。 

 

【具体例：会場・配膳室の使い方】 

 会場にポットを持ち込み、商品(飲み物)を提供する。 

 会場にホットプレートを持ち込み、事前に調理した商品を保温する。 

 配膳室のコンロを使用して、レトルト商品を湯煎で加熱する。 

 配膳室にＩＨ卓上コンロと蒸し器を持ち込み、商品を蒸す。 

 配膳室でパンを切り、商品のジャムをかける。 

※切る、焼く、茹でる、炒める、揚げるなどを含む一般的な調理行為はできません。 

 

【ごみの処理方法】 

 ごみは参加者側で持ち帰りをお願いします。 

 持ち帰りが難しい場合は、大田区産業プラザでの有料引き受けとなります（事業系ごみの扱い）。有料での

引き受けの場合には、指定の分別方法、出し方があります。事前に事務局にご相談ください。 

①ごみ袋（シール）を大田区産業プラザ１階「予約センター」で購入 

②ごみを分別し、地下の有料ごみ置場へ持ち込む 

 ごみの分類・処理価格は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

  

配膳室 
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４ 会期前の事前準備 

（1）内容 

 

 

 

 

①来場者へアピールするため、本展示商談会で積極的にアピールする商品を１～３点決めてください。 

②その商品を「商談会シート」（正式名：FCP展示会・商談会シート）へ記入してください。参加者全員のシート

を束ね冊子化したものを事務局で作成します。この冊子は、事前商談予約を行う仕入関係者の商談希望

者選びの資料になります。 

③作成いただいた商談会シートから、内容を一部抜粋し事務局が参加事業者の一覧を作成します。 

 

【重要】「事前商談予約希望アンケート」のお願い 

事前商談予約を希望する仕入関係者の一覧を７月 17 日(火)よりお知らせいたします。商談をしたい仕

入関係者がいる場合、「事前商談予約希望アンケート」をご提出ください。予約商談組合せの参考にし

ます。（原則、仕入関係者側の商談希望を優先します） 

 

（2）スケジュール 

日にち 内容 詳細 

― 
①商談会シート提出 

（データ） 

 積極的にアピールする商品 1～3点の内容を「商談会シート」に

記入ください。 

 「商談会シート」の元データ(Excelデータ)は、Ｅメールでご担当

者様へ送付いたします。内容を確認し冊子化するため、データ

収受から 2週間以内［最終７/17（火）］でお願いします。 

7/17(火) 
②事前予約を希望する仕入

関係者の送付 

 「仕入関係者様一覧」のデジタルデータをＥメールでご担当者様

へ送付します。 

7/31(火) 
③事前商談予約希望 

アンケート締切 

 上記一覧はをご確認いただき、商談を希望する場合、「事前商

談予約希望アンケート」にご記入ください。 

 提出は FAX もしくはメールでお願いします。 

8/21(火) 事前予約組合せ連絡 

 組み合わせは仕入関係者の希望を基に、各社の商談相手を決

定しご担当者様に連絡いたします。商談相手の下調べを行い、

快く当日を迎えてください。 

※データ作成及びメールでのご提出が難しいと思われる事業者の方は、事前に事務局までご相談ください。 

 

 

 

 

  

展示例 

(参加者検討)
①掲載商品の選定

(参加者作成)
②商談会シートの作成
⇒事前商談予約用

(事務局作成)
③参加事業者一覧の作成

⇒来場者用
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５ 搬入・搬出(来館・退館) 

（1）会場施設：大田区産業プラザ(ＰｉＯ) 

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 

 
▼アクセス方法は大田区産業プラザＨＰから詳細が確認できます。 

http://www.pio-ota.net/access/ 

 

（2）車でのアクセス 

 大田区産業プラザには、地下有料駐車場があります。当日、台車を使用しての搬入となる場合は、地下駐

車場奥の「人荷共用エレベーター」をご利用ください。 

 地下有料駐車場のご案内 

利用時間：8:00～22:00 

駐車料金：30分ごとに 100円(入庫後最初の 30分は無料) 

地下進入可能車両：車高 3.2m×車長 7.6m以内 

駐車可能車両：平置き駐車場(車高 2.3m以下)35台 

※ただし、車種によっては入庫できない場合があります。 

※万社の場合、近隣のコインパーキングを使用してください。 

 地下駐車場の入口が建物の側面にあるため、以下の進入経路でお願いします。 

品川方面から 
国道 15号線(第一京浜)の京急空港線を超え、一つ目の信号を左折、大田区産業プラ

ザ地下駐車場へ 

川崎方面から 

国道 15号線(第一京浜)の「南蒲田」交差点を右折し(環八通りを羽田方面)、二つ目の

信号(「セブンイレブン」の角)を左折、約 30m先の止まれ(左角にコインパーキング)を左

折、大田区産業プラザ地下駐車場へ。  

羽田方面から 

環状八号線(環八通り)を田園調布方面へ進み、「日の出通り交番前」信号の１つ先の

信号(右角に「セブンイレブン」)を右折、約 30m先の止まれ(左角にコインパーキング)を

左折、大田区産業プラザ地下駐車場へ。 

田園調布方面 

から 

環状八号線(環八通り)を羽田方面へ進み、京浜急行本線を越えてすぐの「南蒲田」交

差点を直進、二つ目の信号(「セブンイレブン」の角)を左折、約 30m先の止まれ(左角に

コインパーキング)を左折、大田区産業プラザ地下駐車場へ。 
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(２)宅配便の使用 

 宅配便を使用する場合、予め事務局に連絡の上、「(公財)大田区産業振興協会 商い・サービス産業担当」

宛てに下記住所へ時間指定でお送りください。 

   ①8月 27日(月) 時間指定：12：00-14：00 もしくは 14：00-16：00 

   ②8月 28日(火) 時間指定：午前中 

 直接会場への送付はできません。 

 催事終了時は、集荷依頼を 8月 29日(水)中に行う予定です。着払いでの対応となります。 

 

６ サポート 

 出展の準備に関して、アドバイス等が必要な場合は、当協会の専門相談員（あきない活性化コーディネータ

ー）を派遣します（大田区事業者に限ります）。 

 商談会を充実したものにするため、参加者に向けたセミナーを予定しています。 

日時：平成 30年 7月 17日(火) 14：00-16：00 

場所：大田区産業プラザ 会議室 

講師：食のショールーム・パルズ 代表 山崎氏  http://s-pars.com/ 

内容：①小売店など家庭用卸と飲食店など業務用卸の特徴を知る。 

    ②自社に適した販路を決めて、対象に合ったアピールを行う。 

 

７ 事務局からの確認事項 

上記 1～6を踏まえ、随時、次のことを確認(ご相談)させていただきます。 

 商談会シート、事前商談予約希望アンケートの提出 

 搬出・搬入の方法（駐車場、宅配便の利用など） 

 試食提供方法（配膳室の利用、電源の利用、調理器具の持ち込み、生もの・冷蔵・冷凍商品の取り扱い、

調理器具の使用など） 

 セミナーの参加有無 

 当日の参加人数 

 

 

その他、ご不明点は事務局にご連絡ください 

(お問い合せ) 

事務局 

公益財団法人大田区産業振興協会 

地域型産業推進課 商い・サービス産業担当 「フード展示商談会 in大田」担当 

住所：〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ 3階 

電話：03-3733-6401 

E メール：akinai@pio-ota.jp 

 

 


