
１. 基本条件
申込者は出展申込書に記載した予定出展物を展示するものとします。
主催者は、申込者の出展内容が「おおた商い(AKINAI)・観光展2019」（以下、「本展示会」という。）
の趣旨に合致しない場合には申込者に対し出展をお断りする場合があります。
主催者は、出展の申込が規定小間数を超えた場合、区内企業等（大田区内に本社・本店を置く企業・店
をいう）の申込者を優先して選定を行います。選定結果に対する不服申立ては認めないものとします。
申込者は、出展申込書記載内容のうち申込者の概要、予定出展物などについては、主催者がパンフレット、
ホームページ等に記載・掲載することに同意するものとします。

（１）
（２）

（３）

（４）

９. 廃棄物の処理
出展者は、展示廃棄物、使用済みの資材、ダンボール、小間内・周辺のごみ等を持ち帰るものとします。
出展者は、廃棄物の持ち帰りができない場合、ごみ袋（処理費用を含む。45L入り＠￥300-、70L入り
＠￥500-）を会場で購入し、所定の場所に分別して廃棄するものとします。
廃棄物を放置した場合、処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実費請求します。

（１）
（２）

（３）

１１. 主催者の管理と免責
主催者は、出展物の管理及び保全について事故防止に細心の注意を払うものとします。
主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた出展者及びその関係
者の損失又は損害（盗難、紛失、火災、損傷等）について、一切の責任を負わないものとします。
事務局は、会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、出展小間内に立ち入り、
点検し、適宜の処置をとることができます。

（１）
（２）

（３）

１４. 展示会の中止
主催者に起因しない事由により開催が妨害された場合、主催者の判断により会期を変更又は開催を中止
することがあります。
主催者は、前項により生じた損失又は損害について、一切の責任を負わないものとします。

（１）

（２）

１２. 損害賠償
主催者は、主催者に起因しない事由によるものである場合、出展者及びその代理人・従業員・関係者が
展示小間を使用することによって生じた物品・人身等に対する損害に対して、一切の責任を負わないも
のとします。
出展者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備もしくは展示会の建造物又は人
身等に対する一切の障害について責任を負うものとします。
主催者は、本展示会媒体資料・データ等の偶発的な誤字・脱字等によって生じた損害に対して、一切の
責任を負わないものとします。

（１）

（２）

（３）

１５. 規約の遵守
出展者は、出展の申込みをもって、主催者が定める展示会の実施に係る規約を遵守することに同意する
ものとします。なお、後日配布する「出展マニュアル」も、本出展規約に付帯するものとして出展者は
遵守しなければなりません。
出展内容が法令に基づき免許を必要とする場合、主催者はその免許を確認又はコピーさせていただくこ
とがあります。
出展内容により、法令・条例に基づく届出又は確認書の提出等が必要な場合、出展者は別途指定する期
日までにその届出又は確認書の提出等をしなければなりません（食品関係・アルコール販売関係・危険
物等）。

（１）

（２）

（３）

主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何らかの催告なく、本件出展契約を解除
することができるものとします。この場合、主催者が損害を被ったときには、出展者に対してその損害を請
求できるものとします。

１０. 契約の解除

①出展料のすべて又は一部を支払わなかった場合
②出展小間を展示会出展の目的以外に使用した場合
③出展小間を使用しない場合
④解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社整理の各申し立てがあった場合
⑤公租公課につき、滞納処分を受けた場合
⑥主催者の信用を失墜する事実があった場合
⑦その他主催者の定める規定に違反した場合

会場への出展物の搬入開始から搬出終了までの期間について、出展者が必要と思われるものについて損害・
障害保険に加入することを、主催者は推奨します。

１３. 保険の推奨

４. 小間位置の決定
小間位置に関しては会場ゾーニング、出展小間数を考慮して、主催者が決定します。
小間位置の決定後、展示効果の向上のために事務局側で小間図面の変更、小間の再配置を行うことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。
出展者は小間位置の決定に対する不服申立て並びに小間位置の変更に対する不服申立て及び賠償請求は
行えないものとします。

（１）
（２）

（３）

６. 共同出展の取扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申込み（以下、「代表出展者」という。）、共同出展
する社名及び担当者名を申込記入欄に併記してください。なお、事務局からの連絡・資料の送付等は、代表
出展者あてのみとします。また、公式ホームページや印刷物・来場者への景品等の出展者情報の表示は共同
出展者の社名のみとすることがあります。

３. 出展申込みの取消し
出展申込み後の小間の取消し、変更は原則として認めないものとします。
出展者の都合により小間の取消し又は変更があった場合には、出展者はその旨を事務局あてに書面によ
り通知してください。なお、その際には出展料金に相当する金額をキャンセル料として申し受けますので、
あらかじめご了承ください。

（１）
（２）

５. 小間の転貸等の禁止
出展者は、小間の全部又は一部を第三者に転貸、売買、又は譲渡することはできません。

事務局が出展申込書を受け取り、記載内容について承認し、出展許可書及び出展料金の請求書を発行し
た時点で、本出展申込書に基づく出展契約が成立したものとします。ただし、請求書の指定する期日ま
でに出展料金全額を完納するまでは、出展許可を受けた申込者（以下、「出展者」という。）の小間を使
用する権利は生じないものとします。
出展料金は、１小間あたり一般小間（区内企業等）￥23,760-（税込）、（区外企業等）￥47,520-（税込）、
コンパクトワゴン小間￥11,880-（税込）とし、この金額が出展料金の請求額となります。
出展者は、出展料金の請求額を請求書の指定する期日（平成31年8月30日（金）予定）までに指定
の口座にお振込みください。
振込手数料については出展者が負担するものとします。
期限までに出展料金のお支払いが確認できない場合、出展契約を取り消す場合があります。その際には、
出展料金に相当する金額をキャンセル料として申し受けますので、あらかじめご了承ください。

（１）

（２）

（３）

（４）
（５）

２. 出展料金の請求

出展者は後日事務局より通知された時間内に出展物等の会場への搬入及び設置を行うものとします。
出展者は小間内の出展物の設置を会期初日の午前8時30分までに完了させるものとします。
出展者が上記（２）の時刻までに出展小間を占有しなければ事務局は契約が解除されたものとみなし、
当該場所を事務局が使用できる権利を有するものとします。
上記（３）により契約を解除された出展者は、同日に解除した場合のキャンセル料として出展料金に相
当する金額を支払うものとします。
出展者は、会期中の出展物の搬出、移動及び搬入の際には、必ず事務局の承認を得た後に作業を行うも
のとします。
出展者は、小間内出展物、装飾品等を後日事務局より通知される時間内に撤去するものとします。指定
された時刻までに撤去されない物については、出展者の費用により事務局が撤去します。
出展者は、小間内、前通路の床及び産業プラザ備品の机・イスを清掃して撤去するものとします。

（１）
（２）
（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

７. 出展物等の設置及び撤去

実演又は他の宣伝営業活動（以下、「実演等」という。）は、すべて小間内で行うものとします。
出展者は、実演等のために小間近くの通路が混雑し、他の出展者の営業活動を妨害することがないよう
に責任をもつものとします。
出展者は、近隣の小間の妨害となるような小間の運営を行うことはできません。
近隣の小間の出展者からの苦情に対して、事務局が展示会運営上の立場から小間の変更が必要であると
判断した場合、当該小間の出展者はその変更の要求に応じるものとします。
事務局は出展に関わる音、臭い、操作、材料、その他の理由から問題があると思われる展示物及び行為
並びに展示会の目的にそぐわない展示物の展示及び行為を制限、禁止又は撤去する権限を有するものと
します。
事務局は、展示会運営上の立場から問題があると判断した場合、展示に関わる人、物、行為、印刷物等
を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は、出展者側の責任により
行うものとします。
主催者は、上記（５）及び上記（６）による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害につい
て一切の責任を負わないものとします。

（１）
（２）

（３）
（４）

（５）

（６）

（７）

８. 展示場の使用

おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 出展規約 おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 出展者募集案内

おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 個人情報保護方針

【個人情報保護に関する法令等の遵守】
実施に係る個人情報の取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令を遵守いたします。

【おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 事務局としての責務】
個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的を達成するために必要な範囲内で行うことを明らかにした上で、本人の意思による情報の提供を受
けることを原則とします。また、個人情報の収集目的を超えた事務局内における利用及び事務局以外の者への提供は、大田区及び関連団体が行う、大田区
自主事業に係る案内の場合や、大田区の施設及びこれに関連する内容の案内・紹介等の場合を除き、一切いたしません。

事務局では、個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取扱うとともに、
安全性を確保するために次の取組みを実施いたします。

会場場所

【会場アクセス】
●京浜急行「京急蒲田」駅より徒歩約 3 分
●JR 京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅より徒歩約 13 分

【会場場所】
●大田区産業プラザ PiO
　〒144-0035 東京都大田区南蒲田一丁目 20 番 20 号

【アクセスマップ】
●「　　」会場までのアクセス

イベント概要と出展申込について

【名　　称】
　おおた商い (AKINAI)・観光展 2019

【開催日時】
　2019 年 10 月 19 日（土），20 日（日）
　10 時～17 時（最終日は 16 時まで）

【公式ホームページ】
　http://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

「おおた商い (AKINAI)・観光展 2019」は区内の特徴ある商店、
優れた技術で工芸品や日用品などの ものづくりに携わる職人・企業及び
観光スポットなど、大田区の魅力を多くの方々に紹介するイベントです。

大田区、（公財）大田区産業振興協会、大田区商店街連合会、東京商工会議所大田支部、（一社）大田観光協会、
（一社）大田工業連合会

主　催：

国土交通省観光庁、経済産業省関東経済産業局、東京都、日本政府観光局、（一社）日本旅行業協会後　援：

日本空港ビルデング（株）、東京国際空港ターミナル（株）、京浜急行電鉄（株）、東京急行電鉄（株）、（株）はとバス、
東京モノレール（株）、（株）アトレ 大森店、ジェイアール東日本商業開発（株） グランデュオ蒲田

協　賛：
（予定）

（予定）

【出展申込について】
本出展募集案内に記載されている「出展規約」と

「出展募集概要」を確認の上、公式ホームページより
お申し込みください。
多数の出展申込があった場合は大田区内の申込者を優
先に選定を行います。

出展者を募集します！出展者を募集します！

関心をもってくれる
方が何人もいたので、
良かったです。お店
の場所をよく聞かれ
ました。

（食品小売店）

初めての商品販売に
もかかわらず大成功
でした。

（服飾品製造業者）

どこで購入していい
かわからなかった等
のご意見をいただ
き、店舗へのご来店
の約束をいただきま
した。

（生活用品店）

大田区が、とてもエ
ネルギーを持ちがん
ばっているんだなー
と感じました。仲間
になれる！！そんな
気持ちになりました。

（食品小売店）

https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

2019

出展の申込期限は 2019 年

7月  16   日火



おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 出展募集概要

問合せ先：（公財）大田区産業振興協会　商い・サービス産業担当　TEL：03-3733-6401 FAX：03-3733-6459

おおた商い (AKINAI)・観光展 2019 出展申込方法

出展対象者

●名品・逸品（食品・日用雑貨品・工芸品）の展示・販売を行う大田区等の商店・企業
●ファッション関連の商品販売・サービス（服飾、美容、高級雑貨等）を行う大田区等の商店・企業
●大田区の友好都市や羽田空港との運行都市の団体・企業
●展示会において、個性やアイデアによりビジネスの拡大・産業間の連携を求める大田区等の商店・企業
●「観光のまち大田区」に資する、区内観光スポットの発見・再認識を促す団体・企業
●大田区内創業（商業・サービス業）予定者

「おおた商い (AKINAI)・観光展 2019」は区内の特徴ある商店、
優れた技術で工芸品や日用品などの ものづくりに携わる職人・企業及び
観光スポットなど、大田区の魅力を多くの方々に紹介するイベントです。

90
※区内企業を優先し、また展示会のテーマを考慮して、選考いたします。

募集小間数 出展申込について

申込期限：2019 年 7 月 16 日（火）
申込多数の場合は期限前に締め切ることがありますので、ご注意ください。

下記 2 つの「一般小間」「コンパクトワゴン小間」からお選びください。

小間仕様

共同出展大募集！

一般小間

お客様が展示ブースに入りやすく、じっくりと商品を見ることができるように
複数の小間の仕切りをなくしたブースへの共同出展者を募集しております。
※小間の寸法は、一般小間の仕切りを外したものになります。また出展料金は
　一般小間と同一条件といたします。
　例）2 小間申込みの場合（¥23,760-×２＝料金は ¥47,520- となります）

《共同出展のメリット》
お一人でも多くのお客様が来場できるようにオープンな空間のあるブースづくりができることに加え、
共同出展者として他の出展者と協力して商品を PR することができます！

コンパクトワゴン小間

●面積 5.9 ㎡
　（間口 2.43m× 奥行 2.43m× 高さ 2.4m）
●システム壁パネル組
●社名板
●長机（1 台：長さ 1,800mm× 幅 450mm）
●パイプ椅子（1 脚）
●蛍光灯（1 灯：社名板裏側に設置）
●コンセント（1 個：100V15A×2 口）

※仕様は変更になる場合があります。 ※1 日のみ出展することも可能です。
※仕様は変更になる場合があります。

●ワゴンサイズ
　（幅 1.5m× 奥行 0.75m× 高さ 0.8m 箱の深さ 0.1m）
●背面パネル（幅 1.4m× 高さ 2.4m）
●システム壁パネル組
●社名板
●スポットライト（1 灯）
●コンセント（1 個：100V15A×2 口）

出展のお申込みについて

出展までの流れ

販売不可能な食品
食品衛生法の販売業許可が必要な食品

（ア）生肉（イ）鮮魚介類（冷凍したものも含む）（ウ）牛乳
食料品等販売業の許可対象商品で、法令等により保存基準が定められてい
る食品でその食材を単体で販売する場合
  ■食肉製品、魚肉ねり製品（但し、弁当形態は OK）　
  ■乳製品・生クリーム■豆腐　
  ■ゆでたまご、ゆでがに　■生肉、生魚

①

②

主に

出展小間数及び出展小間料金は消費税込みとなります。また区内企業とは、大田区内に本社・本部を置く事業者及び団体／個人とします。

1 小間あたりの出展料 区内企業 ￥23,760-
区外企業 ￥47,520-

公益財団法人大田区産業振興協会　商い・サービス産業担当
TEL：03-3733-6401 E-mail：a-fair2019@pio-ota.jp 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20

出展者向けセミナーのご案内

●販売戦略策定セミナー＆販売戦略試験ブースへの出展
当展示会は商品や販売方法等のマーケティングを実践する最適の場です。
しっかりとした戦略をたて、顧客の反応がどう変わるかを試せるカリキュラムになっています。
また、これから創業を考えている方にとっては店舗運営を体験できる機会となります。
●販売戦略策定セミナー
第 1 回：   7 月 25 日（木）　14:00～17:00
第 2 回：   8 月 22 日（木）　14:00～16:00
第 3 回：11 月 12 日（火）　14:00～16:00
　　　　　：大田区産業プラザ PiO
　　　　　：無料
　　　　　：品揃え、商品展示方法、POP 制作、新商品候補
　　　　　　反応調査　等 

会 場
参 加 費
講 習 内 容

●販売戦略試験ブース
販売戦略策定セミナーを全 3 回出席できる方の
み低料金にて出展が可能です。

ご興味がある方は
下記までお問合わせください！

小間程度

本展示会で販売不可能な食品は以下赤字のとおりです。試食・試飲
及び食品販売には保健所への申請が必要となりますので、後日提出
していただく書類が必要となります。また、JAS 法・食品衛生法な
どにより食品表示が義務付けられている場合には、これに従った原
材料名・賞味期限・製造者・販売者等の表示を必ず行ってください。
特に個別包装した場合、包装ごとに表示が必要となりますので、ご
注意ください。

出展物の内容
物販・サービス販売をされる方 食品販売、試飲・試食をされる方

販売可能な
食品を販売
される方

※詳しくは担当までお問合せください。

ワンコイン商品販売
企画を予定しています！

www.pio-ota.jp/a-fair/2019/www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

出展のお申込みをいただく際に出展物の内容をご確認ください。

ステップ１

出展募集へ申込！
出展募集サイトから必要事項
を入力して申込みを行ってく
ださい

ステップ２

出展情報を入力！
申込み後にご案内いたします

ステップ３

出展者説明会！
出展者説明会に参加して出展
に関わる申請をおこなってい
ただきます

ステップ４

公共機関へ申請！
試飲・試食や危険物の持ち込
み等の対象の方は公共機関へ
申請していただきます

9月  5    日木

7月  
16   日火
出展の
申込期限
2019 年

WEB サイトから

必要事項を入力して

お申込みください !

WEB サイトから

必要事項を入力して

お申込みください !

1 小間あたりの出展料 区内企業 ￥11,880-

出展のお申込みはコチラの URL もしくは QR コードから GO!!!


