
主催：株式会社リフォーム産業新聞社

※リフォーム産業フェア2019の出展企業は、本マニュアルを必ずお読み下さい。
本マニュアルに記載された内容は、必ずお守りください。

※ 出展企業より装飾業者をご手配いただく場合に関しましても本マニュアルの内容を厳守頂きますよう、
よろしくお願いいたします。

出 展 者 マ ニ ュ ア ル

会期 2019年 7月30日(火)・31日(水)

10：00～17：00(両日)

東京ビッグサイト西3・4ホール会場

重要

会期までのスケジュール
・スケジュールは前後することもございますのでご了承下さい。

・事情により配布物内容及び種類に変更が出る場合がございます。

4月16日(火) ・・・ 出展者説明会 ( キックオフミーティング )申込書提出期限
日時 ： ４月１６日(火) １５：００ ～ １６：３０
場所 ： TKP品川カンファレンスセンター
※提出書類 No.１ [ キックオフミーティング申込書 ]の提出をお願いします

5月中旬 ・・・ 集客宣伝用イベント案内リーフレット・ポスター発送( 郵送 )
※提出書類No.２ [ 集客宣伝用イベント案内リーフレット・ポスター申請書 ] の提出を
お願いします

6月15日(金) ・・・ 各種申請書類提出期限
※この日までに同封されている各種申請書を、FAX・メールにてご提出下さい

7月中旬 ・・・ 「出展者バッチ」 「搬入出車両証」発送

7月29日(月) ・・・ 搬入・設営日
※搬入に関する注意事項はこちらのマニュアルをご参照下さい。

7月30日(火)
7月31日(水)

・・・ 会期
※開催時間は両日とも１０：００～１７：００です

6月14日(金)

★全出展者参加
★会場レイアウトを発表します

お問合せ先：株式会社トーガシ 担当/新粥(しんがい) TEL/03-6777-3350

・・・・・Reborn!! さあ、生まれ変わろう!!・・・・・
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対応時間は、土・日・祝祭日を除く10：00～17：00です。
※装飾、搬入、備品などに関するお問い合わせは全て㈱トーガシです。
※7月29日（月）は会場内に出展者対応窓口を開設します。
この日は会場内窓口カウンターに直接お問い合わせ下さい。(P9参照)

開催概要

第22回リフォーム産業フェア2019◆名称

◆会期 2019年7月30日（火）・31日（水） ≪２日間≫

10：00 ～ 17：00（両日）

◆会場 東京ビッグサイト 西3・4ホール

〒１３５-００６３ 東京都江東区有明３－1１－１
TEL：０３-５５３０-１１１１（代表）
FAX：０３-５５３０-１２２２

◆主催 株式会社リフォーム産業新聞社
〒104-0061 東京都中央区銀座8-11-1
TEL：03-6252-3450
FAX：03-6252-3461

◆事務局指定業者 株式会社トーガシ

〒１０４-00４１ 東京都中央区新富1-9-6

ザ・パークレックス新富町3F
TEL  ：03-6777-3350
FAX  ：03-6663-4528
MAIL： reformfair@tohgashi.co.jp
担当 ：新粥（しんがい）
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◆入場料 無料（※セミナーは一部聴講有料）

[会場設備]

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

◎西４ホール
面積：6,840㎡
天井高：１３～１８ｍ
床面：コンクリート

（床面はエポキシ仕上げ）
床耐荷重：２ｔ／㎡
アンカーボルト：打設可

◎西３ホール
面積：4,680㎡
天井高：１３～１８ｍ
床面：コンクリート

（床面はエポキシ仕上げ）
床耐荷重：２ｔ／㎡
アンカーボルト：打設可



集客・販促ツールの活用法
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◆集客宣伝用
イベント案内
リーフレット・
ポスター･封筒

リーフレット・ポスターは、顧客へのイベント開催案内ツールとしてご活用ください。
本イベントは、入場無料です。交流の薄い顧客にブースへの来場を促すことで、
イベント会場内で直接顧客と交流を深めることができます。
希望枚数は、提出書類No.２『集客宣伝用イベント案内リーフレット・ポスター申請書』にて
お申込ください。10,000部単位で発送する会社もあります。
※リーフレット・ポスターは無料です。

◆リーフレット
データ

リーフレットデータは、ホームページからダウンロードが可能です。(予定：2月頃～)
チラシ等、自社で製作する販促物などに是非ご活用下さい。

【リフォーム産業フェア ホームページURL】

https://www.the-bars.com/

リフォーム産業フェア

提出書類

No.2

※全社提出※

記載内容
イベント概要・会場アクセス・各コーナー紹介・セミナースケジュール・出展企業紹介 など

リーフレットの使い方

●請求書に同封●
請求書と案内チラシを一緒に同封！

●ダイレクトメール●
透明封筒に入れて郵送！

●事務所や店頭に設置●
来社されたお客様に出展をアピール！

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

※提出期限※
3月29日(金)まで

確認

A4サイズ：リーフレットイメージ
（2018年度版）

A2サイズ：ポスターイメージ
（2018年度版）

発送時などにお使いいただける封筒を
ご用意いたしました。希望枚数は、
提出書類No.２『集客宣伝用イベント案内リ
ーフレット・ポスター申請書』にて
お申込ください。
封筒のみ有料です。10枚108円、10枚単位
で購入いただけます。

＜封筒のおすすめの活用法＞
・イベント名の入った封筒で案内状送付
・顧客様へ案内状や招待状を持参する際に
・商談時に手渡しする際に

長形3号：封筒イメージ

10枚 108円 ※10枚単位でお申込み下さい



相互リンクのお願い
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◆リンク先

インターネット告知強化を図るため、当イベントホームページと出展各社様のホームページと
の相互リンクを御依頼申し上げます。

◆専用バナー 専用バナーをご用意しております。是非、御利用下さい。
バナーデータは、ホームページからダウンロード出来ます。

【バナー見本】

リンク先【リフォーム産業フェア ホームページURL】

https://www.the-bars.com/
運営：リフォーム産業新聞社

700px×100px[GIF形式]

240px×240px[GIF形式]

150px×70px[GIF形式]

<同時開催> 以下4つのバナーも各サイズご用意しております

※ご希望のバナーサイズがある場合はホームページ内のお問合せフォームからご連絡下さい。

【リフォーム産業フェア ホームページURL】

https://www.the-bars.com/

( バナー使用例 )

TOP MENU ＞＞ NEWS

会期 ： 2019年7月30日(火) ～ 31日(水) 10：00 ～ 17：00
会場 ： 東京ビッグサイト / 西３・４ホール

新商材を発表予定です！
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
(↓イベント詳細は下記バナーをクリック↓)

2019.1.15 【リフォーム産業フェア2019】への出展が決定しました

リフォーム産業フェア



掲載文・写真提出のお願い
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◆掲載物概要

当イベントでは、公式ホームページや、facebookページにて
告知を実施しています。つきましては、下記URLのフォームにて必要事項をご入力下さい。

提供頂いた情報の掲載概要は下記の通りです。

(1)リフォーム産業フェア2019公式ホームページ

→ https://www.the-bars.com/
いただいた情報は、出展企業の詳細ページに掲載します。

(2)リフォーム産業フェア2019 facebookページ

→ https://www.facebook.com/remodelersshow/

facebookページでも出展者情報を随時、発信しています。
当ページで発信した情報をシェアすることで、情報の拡散にもつながります。
“いいね！” or “シェア”でブースへのPRとして、ご活用下さい。

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

◆掲載物必要事項

※全社提出※

※提出期限※
3月29日(金)まで

提出物

No.3

掲載にあたり必要な情報は下記の通りです。

① 出展会場（東京 or 大阪)
② 出展者名
③ 出展品目 (25文字以内)
④ 商品の特徴・解説(100字以内 )
⑤ お問い合わせ先住所
⑥ お問い合わせ先電話番号
⑦ お問い合わせ先URL
⑧ 商品・サービスの写真 ⇒ フォーム送信後に表示されるURLから

ファイルをアップロード下さい。

提出期限 ： 2019年3月29日(金)

■ ■
http://u0u1.net/OodH

パソコンから (googleフォームが開きます) スマホから



◆会場への
アクセス

東京ビッグサイトへのアクセス
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◆来場者導線

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

西3・4ホール

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト駅

東京ビッグサイト
交通図
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◆駐車場について

駐車場名 台数 営業時間 料金 高さ制限

会議棟地下駐車場 62台（車椅子用×5台） 8：00～22：00
普通車：250円/30分
1日最大2,000円

2.5ｍ
１

会場には展示ホール利用関係者 （関係者用駐車場） 及び、一般来場者用駐車場が
ございます。開催期間、出展関係者はこちらをご利用下さい。

※会期中の駐車場利用は有料です。
無料駐車場のご用意はありませんのでご了承ください。

東京ビッグサイトの駐車場について
------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

１



【搬入・設営日】　7/29(月) 【開催日】　7/30(火) 【開催・撤去日】　7/31(水)Time Time

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

21:00 21:00

21:30 21:30

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

8:00 ～
4小間以上出展者

搬入/設営開始

10:00 ～ 17：00

展示会開催

10:00 ～ 17：00

展示会開催

8:00 ～

開場/事前準備

8:00 ～

開場/事前準備

17:00 ～ 閉場
・客出し

・翌日準備

20:00 完全退館

18:00 完全退館

20:00 完全退館

11:00 ～
2小間以上出展者

搬入/設営開始

17:00 ～ 閉場

全出展者

搬出/撤去

14:00 ～

全出展者搬入/設営開始

※ 作業は原則として の時間内で行って下さい。
やむを得ず延長する場合は必ず事前に事務局までご相談下さい。

※ 送電予定時間は7月29日(月) 15:00～です。順次開始致します。
※ 搬出作業は必ず7月31日(水) 17:00を過ぎてから行うようにして下さい。

また、17:00～17:30は混雑及び事故防止の為、車両進入を禁止し、台車及び手運び
による搬出のみ可能と致します。車両進入は17:30～開始致します。

出展物の搬入出及び展示装飾物の施工期間は次のとおりとします。
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搬入・搬出について

◆作業
スケジュール

車での搬入・搬出には【搬入出車両証】が必要です。詳しくはP9へ

15:00～
順次送電開始

19:00～
車両進入終了

17:30 ～
車両進入開始

◎ 自社で特別装飾される出展者は、装飾作業及びホール車両進入時間等に関して、事前に
㈱トーガシへ申請して下さい。

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

４小間
以上

2小間
以上
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■搬入出における規定

◆搬入出経路図

◆注意事項

◎搬入・搬出の際は、上図の有明東臨時待機場に進入していただき、そこから
警備員の案内に従って車両の移動と搬入をお願いします。

◎搬出時混雑緩和の為、トラックヤードへ進入できる時間は以下の通りです。

4小間以上 / 17：00～
4小間未満 /   18：00～

車両は2ｔロングおよび4ｔまで。
※西3･4ホールへの搬入出車両は中型車両まで､大型車両は進入できません。

③西4ホール

③
西

3ホ
ー
ル

ト
ラ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

トラックヤード

車路
スロープで
４Fへ

②西Ｄ
待機場

◆搬入出シャッター
開放

当日の風の状況、ホール内状況によって、シャッター開放場所を変更・制限することが
ございます。あらかじめご了承下さい。

◆搬入出の流れ

②西Ｃ
待機場

①有明東
臨時待機場

必ず ①有明東臨時待機場 → ②西CD待機場 →  ③西３・４ホールの順 にお進み下さい。

7/29(月)
8：00より開場

7/31(水)
12：00より開場

4F
拡大図

車路
スロープ
で４Fへ

2019年3月現在

※10t･4ｔロング車両は搬入出できません

※10t･4ｔロング車両は搬入出できません。



※車両夜間留め置きは管理上出来ませんのでご了承ください※

全出展者は提出書類No.4『出展者バッチ・搬入出車両確認書』にて車両搬入出の有無を
㈱トーガシへ提出して下さい。
(車両搬入ありの出展者は、利用台数・車種も記入して下さい。)

◎ 搬入出車両証 利用法 ◎
ビッグサイト荷捌き所・展示ホール内に車両進入する場合は
搬入出車両証の掲示が必要です。(車両1台につき１枚必要)
搬入出の際は搬入出車両証を掲示の上、必ず【有明東
臨時待機場から西CD待機場 ※P８参照】を経由し、
西ホールまでお進み下さい。
※宅配便業者に関しまして、搬入出車両証は不要です。
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◆搬入出車両証

◆注意事項

※会場周辺の道路は駐車禁止となっており厳しく規制されております。
搬入及び搬出時、会場内は大変混雑いたします。作業終了次第、車両を速やかに会場外に
退出させるもしくは駐車場へ移動をしてください。
西3・4ホール内に車両を停車させる際は通路が確保されるよう、場内係員の指示に従って
下さい。

※搬入出車両証の掲示がなければ入場できません。搬入出当日は必ず持参頂きますよう
お願いいたします。

※装飾・運送会社などの関係各社への周知徹底をお願いいたします。
※会期中は待機場・荷捌き所(Ｐ8図参照)への留め置きは一切できません。

※事務局での荷物のお預かりはできません。

※会場内にストックルームはありません。
梱包資材、空箱はお持ち帰りになるか、ブース内に保管して下さい。

※主催側や事務局指定業者（㈱トーガシ）側では台車・梱包資材のご用意はありません。
搬入出作業に必要な台車、ガムテープ、ダンボールなどは出展者にて準備して下さい。

円滑な搬入出作業を行うため、また紛失破損その他の事故を防ぐため、以下の項目を厳守
してください。

搬入・搬出について
------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.4

※全社提出※

◆設営日
出展者対応窓口

搬入・設営日の7月29日(月)は以下の場所に出展者対応窓口を設けます。
備品、電源・照明器具の追加や変更などはこちらで承ります。

会場内出展者対応窓口
（ 株式会社トーガシ ）

( 車両証イメージ )

● 搬入出車両証は1小間につき1枚(無料)をご用意いたします。●
ご出展小間数にて枚数を確認して頂き、ご用意枚数で不足する場合は
有料にはなりますが、追加発行が可能です。
提出書類No.４『出展者バッチ・搬入出車両確認書』に、追加枚数を記入し、
㈱トーガシへお申込み下さい。
搬入出車両証は車両１台につき5,400円(税込)です。
搬入出車両証は搬入日の１週間前までに郵送いたします。

2019年度版

※提出期限※
6月14日(金)まで
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送付状記入例

◆宅配便
に関して

◎宅配便(業者の指定はありません)をご利用の場合は以下の点にご注意下さい。
※会場内において、事務局では荷物のお受取・お預かりは一切出来ません。
※送付状に書かれている出展者のブースに納品されます。

送付状記入例をご参考の上、時間を指定し出展者ご自身でお受取下さい。
◎宅配便業者は、搬入出車両証は不要です。

受取人欄もしくは備考欄に

*ホール名
*展示会名
*エリア番号
*出展者名/担当者名
*現場で連絡がとれる
携帯番号を

必ず記載して下さい

東京都江東区有明３－１１ー１

東京ビッグサイト西3・4ホール

リフォーム産業フェア2019 ｴﾘｱ番号

出展者名 / 担当者名

現場で連絡が取れる携帯番号 等

1  3  5    0  0  6  3

宅配便について

◎ブースNo.はありません。エリア番号をご記入下さい。

〚参考図面〛エリア番号は縦軸と横軸でご確認下さい

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

D-2
エリア

B-1
エリア

例１

例 ２

◎ブースまで配達いたします。展示会場の搬入につき、指定時間のお約束はできません。

◎お客様不在時にはブースに置かせていただきます。

◎配達時にお客様へのご連絡はできませんので、ご了承下さい。

(注)7月29日（月）搬入日は物量が多いことが予測されます。弊社での仕分けの都合により、

7月29日（月）搬入のお荷物は7月26日（金）までに東京ビッグサイト宛に発送下さい。

最寄の宅急便センターにて発送の手配をご相談の上、伝票の受取希望日に

7月29日の日付をご記入の上発送願います。

◆搬入時
宅配便
のご案内

７月29日(月)

会場となります東京ビッグサイトは、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックの
開催施設として使用が決定しており、工事や待機場の減少などで商品搬入出にもその影響が
でております。出展者ご自身の車両での搬入は極力避け、運送会社のご利用をお願い致します。
場内混雑の緩和・安全な搬入出環境作りの為、ご協力をお願い致します。

ご利用案内 ◎搬入時、宅配便使用をお勧めします。

◎例年搬入時に車両のトラックヤードへの進入で混雑が起きております。
自家用車や小さなバンサイズで搬入を計画している出展社様は宅配便での搬入をご検討下さい。
トラックヤードに車両を入れずに搬入がスムーズに行えます。
円滑な搬入の進行のために、ご協力下さい。

◎搬入日当日に到着した荷物は搬入できませんので、発送締め切りは厳守願います。

７月２６日（金）までに、東京ビッグサイト宛に発送下さい。



◆出展者バッチ

宅急便・出展者バッチについて
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------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

※全社提出※

( 出展者バッチイメージ )

提出書類

No.4

※提出期限※
6月14日(金)まで

◆搬出時
宅配便窓口
設置のご案内

◆会期中宅配便
のご案内

◎ブースまで配達いたします。展示会場の搬入につき、指定時間のお約束はできません。

◎お客様不在時にはブースに置かせていただきます。

◎配達時にお客様へのご連絡はできませんので、ご了承下さい。7月30日(火)～
7月31日(水)

◎17：00より西3.4ホール内（現在調整中）にて宅急便カウンターを設置いたします。

◎返送をご希望の出展社さまは、宅急便カウンターにて発送伝票をご用意しておりますので

カウンターまでおこし下さい。カウンター混雑緩和の為、返送お荷物は原則着払いにてお願い致します。

◎お荷物はすべてカウンターへのお持込となります。

◎ブースに置かれたお荷物は回収されませんのでご注意下さい。

◎ご依頼主控えにつきましては、後日お問い合わせに必要となりますので必ずお持ち帰り下さい。

◎カウンターにお持込の際には梱包をしていただき、伝票をご記入し貼り付けた上でお持込下さい。

◎搬出のお荷物につきましては、しっかりと輸送上問題のないように梱包願います。

7月31日(水)

★ヤマト便の荷受けできる規格が変更になっております。（詳しくはホームページ参照下さい。）

3辺計200ｃｍ以上・1梱包30ｋｇ以上・最長辺170ｃｍ以上のものにつきましてはお受けできません。

★搬出のお荷物につきましては、しっかりと輸送上問題のないように梱包願います。

★梱包不備のお荷物につきましては、荷受をお断りする場合がございます。破損等がありましても

責任は負いかねますのでご了承下さい。（外装異常の無い破損荷物につきましては、

補償いたしかねますので厳重な梱包をお願い致します。）

★精密機器につきましては、メーカー専用箱での発送のみお取扱いいたします。

★宅急便規格外のお荷物（3辺合計160ｃｍ以上または25ｋｇ以上）につきましては

カウンターにて必ずご相談下さい。（サイズによってはお受けできないこともございます）

★発送は翌日になりますのでご了承願います。

（当日発送ご希望の方は早めにカウンターにお持込・お声がけ願います。）

◆重要注意事項

【担当店】

ヤマト運輸株式会社
〒135-0063 東京都江東区有明1－6－26

東京臨海法人営業支店 担当：池上/氣賀澤
ＴＥＬ ０３－３５９９－１３４０

お荷物はすべてカウンターへの持ち込みをお願い致します。

7月30日(火)・31日(水)のイベント開催中は、
出展関係者は必ず出展者バッチを着用して下さい。
全出展者は必要枚数を記載の上、提出書類No.４
『出展者バッチ・搬入出車両確認書』を㈱トーガシへご提出下さい。
搬入日の1週間前までに出展者バッチを送付致します。
出展者バッチの着用がない場合、会場への入場ができませんので
あらかじめご了承ください。29日(月)の搬入時、31日(水)の
搬出時は出展者バッチの着用は不要です。

遠方から発送されるお客様につきましては、最寄の宅急便センターにて届くまでの日数を

ご確認の上、遅くても受け取りになる前日までには東京に届くように発送願います。

伝票には必ずホール番号・エリア番号・会社名・ご担当者名を必ずご記入下さい。

受け取り希望日当日に到着した荷物につきましては、お届け出来ません。
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主催者設備及び小間(システムパネル)の施工は事務局が行います。
小間の装飾工事会社の選定は各出展者の自由ですが、自社にて施工する場合も含め、
全出展者は提出書類No.5『装飾・施工確認書』を提出して下さい。
またこの書類によって登録された装飾施工会社は、本マニュアルに定める内容を全て把握し、
以下の会場装飾設営注意事項も遵守することを前提といたします。
装飾工事会社へのマニュアル送付が必要な出展者は㈱トーガシまでお問い合わせ下さい。
[ ㈱トーガシ TEL : 03-6777-3350 ]

マニュアルはリフォーム産業フェア2019公式ホームページからもダウンロード可能です。

http://www.the-bars.com/
①トップページにアクセス
②【出展者の方へ】にカーソルをあわせ、【ダウンロード】をクリック
③各種ダウンロード内【出展者マニュアル】を選択し、ダウンロード

◆装飾施工会社
登録

小間装飾について

提出書類

No.5

◆関係業者 システムパネル以外の小間装飾については各出展者ごとにご手配下さい。
下記の装飾製作・レンタル会社へお問合せ下さい。

株式会社トーガシ
TEL ：03-6777-3350
担当：新粥(しんがい)
https://www.tohgashi.co.jp/
※必ず「リフォーム産業フェア2019の出展者です」とお伝えください

装飾全般

株式会社48組
TEL ：06-6757-8844
担当：木場
http://www.signmarket.co.jp/
※必ず「リフォーム産業フェア2019の出展者です」とお伝えください

株式会社ライズエージェンシー
TEL ：03-5443-6700
担当：黒田
https://www.e-chirashi.biz/
※必ず「リフォーム産業フェア2019の出展者です」とお伝えください
ホームページ表示価格よりさらにお値引いたします

株式会社エージーエーコーポレーション
TEL ：03-5914-6765
担当：岩田
http://www.aza.co.jp/
※必ず「リフォーム産業フェア2019の出展者です」とお伝えください

P29価格表をご覧ください

看板ﾊﾟﾈﾙ
製作

チラシ
製作

映像機材
音響機材
レンタル

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

※全社提出※

※提出期限※
6月14日(金)まで



- 13 -

◆基礎小間の規格 ◎隣接するブースとの間仕切りはシステムパネルを使用します。
◎ 1小間の大きさは間口3.0×奥行3.0＝9.0㎡です。
◎システムパネルにて隣接小間と仕切られている小間の場合は、間口・奥行ともに芯々で

3.0m、壁の高さは2.7mとなります。

◎小間の背面あるいは側面に隣接する会社がある場合は、隣接小間との境界線を
システムパネルにより間仕切りいたします。

◎他社に隣接しない側面（角小間の通路側など）にはシステムパネルは設置いたしません。
◎また、４小間以上で隣接するブースがない場合、システムパネルの設置はありません。

スペースのみでのお渡しとなります。

◎システムパネルに重量物の取付はできません。
◎システムパネルへの特別な加工などに関することは、事前に㈱トーガシまでご相談ください。

◎パラペットは基礎工事にはついておりません。
別途申込することが可能です。(P26)

◎小間の床部分にはカーペット等の装飾は一切ありませんので、出展者側でご用意なさるか、
㈱トーガシに床面装飾をお申込みください。

◎小間には社名板・備品はついておりません。必要な方は提出書類No.６ 『社名表示パネル・
社名板申込書』 にてお申込みください。
レンタル備品についてはP25～P２8をご覧ください。

平面図（中小間） 平面図（角小間）

W3,000mm W3,000mm

小間規格について(３ｍ×３ｍブース)

提出書類

No.6

小間姿図（中小間） 小間姿図（角小間）

システムパネル

システムパネルの仕様はP15へ

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

レンタル備品についてはP25へ

※

※提出期限※
6月14日(金)まで



◆基礎小間の規格

平面図（中小間） 平面図（角小間）

小間姿図（中小間）

H
2

,7
0

0
m

m

W2,000mm W2,000mm

小間姿図（角小間）

◎隣接するブースとの間仕切りはシステムパネルを使用します。
◎ 1小間の大きさは間口2.0×奥行2.0＝4.0㎡です。
◎システムパネルにて隣接小間と仕切られている小間の場合は、間口・奥行ともに芯々で

2.0m、壁の高さは2.7mとなります。

◎小間の背面あるいは側面に隣接する会社がある場合は、隣接小間との境界線を
システムパネルにより間仕切りいたします。

◎他社に隣接しない側面（角小間の通路側など）にはシステムパネルは設置いたしません。
◎また、４小間以上で隣接するブースがない場合、システムパネルの設置はありません。

スペースのみでのお渡しとなります。

◎システムパネルに重量物の取付はできません。
◎システムパネルへの特別な加工などに関することは、事前に㈱トーガシまでご相談ください。

◎パラペットは基礎工事には
ついておりません。
別途申込することが可能
です。(P26)

◎小間の床部分にはカーペット等の装飾は一切ありませんので、出展者側でご用意なさるか、
㈱トーガシに床面装飾をお申込みください。

◎小間には社名板・備品はついておりません。
必要な方は提出書類No.６『社名表示パネル・社名板申込書』にてお申込みください。
レンタル備品についてはP２5～２8をご覧ください。

◎側壁はそれぞれ1枚(1ｍ)ですが、
小間の配置により2ｍとさせていただく場合もあります。

小間規格について(２ｍ×２ｍブース)

システム
パネル
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------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.6

システムパネルの仕様はP15へ レンタル備品についてはP25へ

※

※提出期限※
6月14日(金)まで
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◆システムパネル
に関する注意

※2017年よりシステムパネルが変更になっておりますのでご注意下さい。
システムパネルには防炎べニアが貼っており、その表面は白クロス仕上げ
(エンボス調)になっております。撤去時に必ず出展者側の責任において、
原状回復をお願いします。

◎システムパネル及びパラペットに直接、粘着シート･テープ類を貼ったり、
原状回復できないような穴の開くビスや太い釘・木ネジ類を打つことは
できません。
また、パネル及びポールへの加工、切り接ぎなどもできません。
軽量の展示商品・装飾物をシステムパネルに設置する場合は、画鋲・
足長ピンまたはオプション備品のパネルフック・ピクチャーワイヤー・
プッシュピン等をご使用下さい。

◎カッティングシートを壁面に直接貼る場合は、撤去時に必ず出展者側の
責任において、破損がないよう原状回復をお願いします。

◎システムパネル及びポールに物を立てかけると転倒の恐れがありますので、
壁面の施工、装飾物は自立構造にして下さい。

◎システムパネルはリース品です。出展者による破損の場合、修繕費をご負担
いただきます。取り扱いには十分ご注意下さい。

※白クロス仕上げ( エンボス調 )

システムパネルへの掲示方法

※プッシュピン(10ｍｍ/15本入り540円)・パネルフック (１ケ/２70円)・
ピクチャーワイヤー(１本/648円)はレンタル備品としてご用意できますので、
備品申込書にてご用命下さい。

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

画鋲
細釘(1㎜以下)
プッシュピン

パネル吊下チェーン
Ｓ字フック 等

原状回復可能なもの

両面テープ
マジックテープ
ガムテープ

ビス・ネジ・釘 等

原状回復不可能なもの
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◆基礎小間の規格

小間規格について(リノベ100選ブース)
------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

システムパネル ： オクタノルム
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◎作業中はもとより、会場の防炎設備・非常口・通路をふさぐことのないよう、
常時使用できる状態にしておいて下さい。

◎会場の施設設備及び備品に、画鋲、接着テープ、糊、釘、針金、油、塗料を
使用しないでださい。

◎火気等を使用する作業は禁止します。

◎糊付け及び塗装の際、展示備品及び備品を汚さないように、作業台を用いて作業に
あたってください。

◎金属、コンクリート造形物、石、レンガ等を使用するときは、
直接床に置かず、板、布又は厚紙等を敷いた上に置いてください。

◎作業は全て小間内で行って下さい。ロビーでの装飾設営作業は禁止します。

◎小間に特別な造作を行う場合は、必ず6月14日（金）までに製作図面を提出して下さい。

◎TVモニター、マイク音量は隣接する小間にもご配慮ください。

◎ヘリウムガス等を使用した手持ち風船などの装飾・配布は禁止です。

小間装飾するにあたり通路際に壁（高さ1.2m以上）を設置する場合には消防指導にある
避難導線の確保及び周辺小間との調和を図るため、４辺全てに置いて小間の一辺の長さの
1/2（50％）以上が開放されているように設置し、他の小間への誘導、導入及び入退場の
妨げとならないように考慮してください。
事前にご提出いただいた情報が規定違反と判断された場合、装飾の変更をお願いすることが
あります。

◆装飾注意事項

◆全面壁の禁止

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０
装飾・実演等について(全社共通)
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装飾・実演等について(全社共通)

◆配布物について 出展者は、自社小間内でカタログ、パンフレット、製品見本などを自由に配布できます。
自社ブース内、自社ブース前以外でのカタログ、パンフレットの配布はご遠慮ください。
ブース内で金銭を伴う販売行為も可能です。
(金銭トラブル等に関しては主催者は一切責任を負いません。)
出展者は、本展の秩序・品位・信用の向上にご協力ください。

◆実演について 会場の管理、保全、秩序の維持並びに来場者の安全を期しますが、
これらに支障をきたすと判断した実演については、出展者に対し、
必要な対策をお願いし、実演の制限または中止を求めることがあります。

出展者の実演により、万一事故が発生した場合責任を負いかねますが、該当出展者は直ちに
必要な処置をとるとともに主催者までご連絡をお願いします。

◆喫煙 消防法により、通路・ブース内での喫煙は禁止されています。
指定の喫煙所をご利用ください。

◆残材・梱包材・
ゴミ等の処理

本展示会の会場にはゴミ処理の施設がありませんので、
装飾施工・撤去及び搬入・搬出作業時に出るゴミ・残材は各社全てお持ち帰りください。

また、梱包資材・段ボール箱等の保管場所もありませんので、
自社の責任において持ち帰り保管してください。

近年、搬入出後の廃材が著しく増えています。
環境保全及び、資材の有効利用という観点から、廃材は持ち帰っていただくのが原則です。
廃材を出さない小間装飾、次回に再利用できる材料の選定を展示企画の段階から
心がけていただくようお願い致します。

万一、会場に放置した場合は、事務局は廃材とみなし処分します。
その費用は出展者の負担となりますので予めご承知おきください。

ゴミ・残材は、各社責任を持って全てお持ち帰りください。

天災など不可抗力の事故により展示ホールが使用不可になったり、または展示会が中止に
なったりした場合、その損害は、主催者側の免責とさせていただきます。
また、出展物の盗難、紛失、損傷については、事務局はその賠償の責任を負いかねます。
出展者はあらかじめ出展物に保険をかけるなどの処置をとられるようご配慮下さい。

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０
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展示・装飾に関する規定

主催者は、会場内には原則商談コーナーを設置しません。

各出展小間内に商談スペースを設置されることをお薦めします。
なお、休憩コーナーは来場者用の公共スペースです。休憩コーナーでの商談はご遠慮ください。

装飾、造形物に関して、基礎壁面パネルの高さ2.7mを基準といたしますが、通路
及び小間の境界線から1.0mセットバックした部分に関して、高さ4.5mまで使用可能です。

◆商談

◆高さ制限

◆「のぼり」の設置

◆バルーンなど

「のぼり」は柱にしっかりと固定した上で、最大4.7mを上限とします。
※セットバックは不要です。

※【防炎処理】
・特別装飾に使用する合板・繊維板およびのぼり旗、幕類、造花、布、紙、その他可燃性の

物は、防炎性能を有するものを使用し、防炎予防条例により、防炎処理済のラベルを
取り付けたものでなければ使用できません。

上記の｢高さ制限｣を越えるバルーンや看板等のディスプレイを行う場合、
事前の許可が必要です。他ブースへの影響度、消防署の許可、会場の施設担当者との
打ち合わせの上、主催者が判断して決定します。必ず6月14日（金）までに
巻末の申込書類№9｢天井構造及びバルーンの届出書｣を設計図面
（大きさのわかるものと設置高）とあわせて㈱トーガシへご提出ください。
提出期限を過ぎますと工事の許可が出来ない場合があります。
また、無許可で施工した場合には、会期前に撤去していただく場合もあります。

お持込看板

パラペット

30
0

2
7

0
0

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.9

提出書類

No.9

※提出期限※
6月14日(金)まで

※提出期限※
6月14日(金)まで
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◆床面工事・
アンカーボルト
工事

◆天井構造

床面にパンチカーペットやクッションフロアを貼る場合は、会場床面に必ず弱粘テープを
ご使用ください。

会場床面を掘削したり、コンクリート釘、ドライピット鋲などを床に打ち込んだりすることは
出来ません。
会場で展示物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。

◎アンカーボルトを使用される出展者は提出書類No.8 「床面工事(アンカー打設)申請書」
に、ご記入の上 設計図書とあわせて㈱トーガシへご提出下さい。
追って会場ピット図をお送りしますので、そちらにアンカー打設予定位置を記載の上
ご返送下さい。
アンカーボルトの打ち込みに際して：１本1,620円（税込）の床面復旧協力費をご負担
いただきます。
料金は打設本数（東京ビッグサイト係員が確認させていただきます。）に基づき、
会期終了後㈱トーガシより御請求させていただきます。

◎アンカーボルトは直径16㎜以下、シールド深さ60㎜以下のものが打設できます。

◎ピット及びピットから200㎜以内にはアンカーボルトは打てません。

◎アンカーボルトはサンダー等で切断し、床面に突起物が残らないようにしてください。
また、ハンマーによる打ち込みやガス溶接は絶対に行わないでください。
最終現場チェックを行った上で、原状回復が十分でない場合は、原状回復に要した一切の
責任は出展者の負担になります。

◎サブピット上（コンクリート部分）はアンカー打ち込みできません。

スプリンクラーと煙感知器の妨げになるため、装飾による天井構造物(ブースの上部を覆う
構造)は防炎上禁止されております。但し、出品物の性質上、遮光・遮音などの処置を施す
必要がある場合に限り、管轄の消防署の指導により許可される場合がありますので、
提出書類No.9『天井・高さ・バルーン届出書』を記入の上、設計図書とあわせて
㈱トーガシへご提出下さい。
なお無許可の場合は管轄の消防署に撤去回収を命ぜられることがありますので十分ご注意
下さい。

また、煙感知器の設置が必要な構造だと、会場連動の感知器レンタル費(1基32,400円)
や消火器レンタル費（1本2,484円）やパッケージ型消火設備費（75,600円）が
発生する場合があります。

小間装飾(床面工事・天井・高さ・ﾊﾞﾙｰﾝ)

提出書類

No.8

提出書類

No.9

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

※提出期限※
6月14日(金)まで

※提出期限※
6月14日(金)まで



◎小間への電気送電時間は以下のとおりです。原則として安全確認終了後に送電いたします。
7月 29日（月）15：00(予定) ～ 順次
7月 30日（火） 8：30 ～ 17：30
7月 31日（水） 8：30 ～ 17：30(予定)
電気供給方式 ： 単相交流（50Hz） 100V／200V

◎送電停止後は、コンセントから電気を流して動く電子機器は使用できなくなりますので
ご注意ください。

◎24時間送電が必要な場合は、事前に㈱トーガシまでご連絡下さい。
◎24時間送電のない出展者は、お帰りの際必ず主幹開閉器（メインスイッチ）を切って

お帰り下さい。主幹開閉器を切り忘れると電力の無駄であるだけでなく、非常に危険です
のでお気をつけ下さい。
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展示ホール内の一般照明は会場既設の照明により、全灯で400ルクスとなります。
展示施設の設営はなるべくこの既設照明が有効に活用できるように考慮して下さい。
なお、小間には展示照明及び電源は取り付けてありませんので、必要に応じて出展者
各位が設置するものとし、その費用は出展者のご負担となります。
例として、一般的な事務所の明るさが約1,000ルクスです。

◎電気供給幹線工事（一次側幹線工事）は㈱トーガシが行いますが、料金は出展者負担と
なります。小間内配線等の二次側電気工事は、出展者で工事を行って下さい。
尚、㈱トーガシでも二次側電気工事を承ります。

◎出展者側で電気業者を手配する場合も、一次幹線工事は㈱トーガシが行うため、出展に
あたって電気を使う際は㈱トーガシからの請求が発生します。

◎電気供給工事及び二次側電気工事をご希望の場合は、提出書類No.７『電気工事申込書』
を6月14日（金）までに㈱トーガシに提出下さい。

◎出展者側で施工する小間内電気工事は、全て会期前日までに完了して下さい。
会期中の電気工事は一切できません。

◎分電盤の主幹には、必ず漏電ブレーカーを使用して下さい。
◎会期中は電気保安要員がトラブル等に備え、会場内事務局に常駐しています。

小間内での電気事故などは速やかにご連絡下さい。
◎電気工事は、電気工事士有資格者が行って下さい。また、作業中は必ず電気工事法に基づく

第１種電気工事士免状を携帯してください。
◎加工にあたっては、特に火炎および危険防止、人体および財物の損傷、その他の事故防止

について万全の注意を払って下さい。
◎対地電圧が150V以上の機器には、必ず設置工事を施して下さい。
◎コンセントのタコ足配線およびビニールコードの流し引きは、危険ですので行わないで

下さい。
◎24時間送電分別回路とし、分電盤の扉に24時間送電中を明記して下さい。

◎電気関係の費用は下記が必要です。

電気供給幹線工事費 （小間までの電源工事費含む）
ご申請容量1ｋWごとに￥14,472 （100V、200V各々同率量）

◎装飾パッケージをお申込の場合、付属の照明器具・コンセントについては、電気供給
幹線工事費は含まれております。ただし、追加で照明器具・コンセントをお申込の場合は、
追加分申請容量に応じて上記の電気供給幹線工事費をご負担いただきます。
ご了承いただいた上で提出書類No.７『電気工事申込書』にて6月14日（金）までに
㈱トーガシへご提出下さい。

◎提出書類No.７『電気工事申込書』にて照明器具・コンセントを㈱トーガシへ
お申込みいただいた場合、合計容量に応じて配線工事費をご負担いただきます。

配線工事費 ： ご申請容量1ｋWごとに￥2,484

上記は会期後、㈱トーガシより請求させていただきます。

◆電気

◆電気供給の申込
（一次幹線工事）

◆二次側電気工事
（出展者による
工事）の注意事項
及びご使用時の
注意事項

◆電気の負担金

小間装飾(電気設備)

提出書類

No.7

◆小間への送電

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.7

※提出期限※
6月14日(金)まで

※提出期限※
6月14日(金)まで



開催前に所轄の消防署の厳重な査察が行われます。
その際、防炎処理が施されていないものが発見されますと、撤去回収が命じられる
ことがありますので、十分ご注意ください。
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【防炎処理】
◎特別装飾に使用する合板・繊維板およびのぼり旗、幕類、造花、布、紙、その他可燃性の

物は、防炎性能を有するものを使用し、防炎予防条例により、防炎処理済のラベルを
取り付けたものでなければ使用できません。

◎防炎合成に紙などを全面密着して貼り付けしたものは防炎合板と見なされますが、厚い布、
ひだのある紙類の貼り付けまたは一部貼り付け、鋲・釘類止めなどは防炎合板と見なされず、
別途防炎処理が必要となります。

◎発泡スチロールなどの石油製品、ホンコンフラワー、ウレタンまたは燃えやすい化学繊維で
防炎液が浸透しないものは使用できません。

◆消防法に基づく
防炎規定

【禁止行為】
東京都火災予防条例により、展示会場内において下記の行為は禁止されています。
◎喫煙

会場内は全面禁煙です。喫煙は、所定の場所でお願いいたします。
◎裸火の使用

裸火とは、電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプ等のことで、火花、炎を発生
させる装置または発熱部が露出したものを指します。

◎危険物の持ち込み
可燃性ガス（石油液化ガス、アセチレン、水素などの一般高圧ガス）の持ち込み
危険物（ガソリン、灯油、重油、動植物性油など）の持ち込み
※車両展示を予定している場合はご相談下さい。
危険物品（準危険物、火薬類、多量のマッチ、ローソクなど）の持ち込み
悪臭や多量の煙を発生する機器、装置の持ち込み

◎通路・非常口・屋内消火栓及び消火栓の使用に障害となる物を付近に置くこと。
◎白熱電球など高温になる器具の付近には布など燃えやすいものを設置しないように

ご注意下さい。

【禁止行為の解除】
小間内での行為及び展示が上記禁止行為のいずれかに該当すると思われる場合、下記の承認
条件を満たした上、所轄の消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。
解除を必要とする出展者は、使用する器具のカタログ4部（器具の仕様が具体的に分かるもの）
と小間内レイアウト図面（危険物設置場所がわかるもの）、提出書類No.10『危険物持込・
裸火使用許可申請書』を㈱トーガシへご提出下さい。

【水素関連商材に関する注意事項】
水素関連商材【水素水サーバー、水素生成器(機器内部にボンベや水素分解、
水素吸蔵合金がある場合)、水素ガス発生器、水素発生スティック、及びタブレット、水素
入浴剤など】も必ず事前の申請が必要となります。
出展物展示・実演のために、やむを得ない必要最低限度のものに限り、所轄の消防署に
禁止行為の解除申請を提出し承認を受けた後に会場への持ち込みが可能になります。
解除を必要とする出展者は使用する器具のカタログ4部（器具の仕様が具体的に分かるもの）
と小間内レイアウト図面（危険物設置場所がわかるもの）、提出書類No10『危険物持込・
裸火使用許可申請書』を記入の上、㈱トーガシへご提出下さい。ご提出頂いた後に
弊社より届出に必要な資料等の内容のご連絡をさせて頂きます。

小間装飾(危険物持込･裸火使用)

提出書類

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

No.10

※提出期限※
6月14日(金)まで



- 23 -

◆インターネット
（臨時架設通信）
回線

機器実演のため小間内に給排水・ガス・エアーが必要な場合は、指定の幹線及び経路に
従って小間までの配管工事を行うため、 提出書類No.１１『給排水・ガス・エアー工事申請書』
にて㈱トーガシへ申請いただき幹線工事を行って下さい。
この場合の経費は出展者の負担となります。
また独自で小間内の2次側の工事を行う場合は、下記の点にご注意下さい。

◎原状復旧
配管工事を行う場合、会期終了後に設置した全ての配管を撤去し、原状への復旧を条件
とします。

◎保護装置の設置
断水または圧力低下などの事故により実演物などを損傷する恐れのある場合は、出展者に
おいて保護装置を設置して下さい。

◎水道利用の制限
異常渇水、給排水装置の故障による水圧低下、断水、水道局の給水制限が実施された場合
には、事務局は水道の制限をすることがあります。

◆給排水・ガス・
エアー

小間内に電話の設置及びインタ―ネット接続を希望される出展者は、直接ビッグサイトへ
お申込み下さい。

１）東京ビッグサイトホームページにアクセスする。
２） ホームページ内の

「主催者の方へ」⇒「館内サービス」⇒「通信回線架設」 の順番にクリックする。
３）各種サービスのご案内や会場通信回線サービスの利用案内等をご一読頂き、

「＞同意して次に進む」をクリックする。
４）申込書のダウンロードページより「各種臨時架設通信回線の（仮）申込書」を

ダウンロードし、必要事項を記入の上、直接ビッグサイトに送付する。

◎搬入開始日の１ヶ月前までにお申込み下さい。申込みが遅れますと、ご用意できない場合
がございます。

◎申込み時に、各種回線の設置位置（ブース平面図に回線取出し口・端末設置位置等を明記
したもの）を必ず添付して下さい。申込みの時点で未定の場合は、ビッグサイトと調整を
行って下さい。配線工事終了後の大幅な設置位置変更には対応できない場合があります
ので、ご注意下さい。

株式会社 東京ビッグサイト
通信回線サービス担当
TEL：03-5530-1107
FAX：03-5530-1106

E-mail：tsushin@tokyo-bigsight.co.jp

小間装飾(給排水・ｶﾞｽ・ｴｱｰ工事・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)

提出書類

No.11

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

※提出期限※
6月14日(金)まで



株式会社 トーガシ
担当：新粥(しんがい)
TEL ： 03-6777-3350 FAX ： 03-6663-4528
E-Mail： reformfair@tohgashi.co.jp

平面図
例）１小間パッケージ（1小間/9㎡）
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主催者では下記の装飾パッケージをご用意しています。
ご希望の出展者は提出書類No.１2『装飾パッケージ申込書』にてお申込下さい。

◆装飾パッケージ

床面カーペット 1小間

スポット(100W) 2灯

コンセント（500W） 1個

１次電気工事費

配線工事費

電気使用料金

受付カウンター（W900×D450×H800） 1台

カウンターチェア 1脚

貴名受 1個

床面カーペット 2小間

スポット(100W) 4灯

コンセント（500W） 2個

１次電気工事費

配線工事費

電気使用料金

受付カウンター（W900×D450×H800） 1台

カウンターチェア 1脚

貴名受 1個

床面カーペット 3小間

スポット(100W) 6灯

コンセント（500W） 3個

１次電気工事費

配線工事費

電気使用料金

受付カウンター（W900×D450×H800） 1台

カウンターチェア 1脚

貴名受 1個

1式
（3ｋW分）

1式
（1ｋW分）

1式
（2ｋW分）

１小間パッケージ　3m×3mブース\57,240
　　　　　　　　　2m×2mブース\43,200

２小間パッケージ　3m×3mブース\101,520
　　　　　　　　　2m×2mブース \75,600

３小間パッケージ　3m×3mブース\158,760
　　　　　　　　　2m×2mブース\108,000

※ パッケージ分の電気供給工事費は上記料金に含みます。
※ 床面カーペットは色指定がない場合グレーとなります。

※装飾パッケージには、コンセント（0.5ｋW）・照明の電気幹線工事費を含みますが、
追加にて照明器具を取り付けの場合や追加コンセントなどは、別途電気工事費が必要と
なりますのでご了承下さい。

その他、特別装飾については㈱トーガシでもご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

◆特別装飾の
ご案内

立面図
例）１小間パッケージ（1小間/9㎡）

装飾パッケージ

提出書類

No.12

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

¥67,500
¥50,328

¥120,420
¥88,344

¥175,500
¥126,360

※提出期限※
6月14日(金)まで

※全て税込料金です



行灯仕様のひな段展示台「ステップ」

■STEP
・幅：120㎝×奥行：60㎝
・展示台高さ：70/90㎝・背面高さ150㎝
・カラー：木目調(こげ茶)

￥21,600

･コンセントのお申込みが必要です。
(蛍光灯20W×2/電気容量60W)

1

行灯仕様の展示台「アイランド」

■island
・幅：120㎝×奥行：45㎝×高さ：75㎝
・脚スチール(高さ30㎝)
・カラー：木目調

￥21,600
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会期中、下記のレンタル備品および電気器具をご希望の出展者は提出書類No.７『電気工事申込書』および
提出書類No. 1３『レンタル備品申込書①②』を、6月14日(金)までに㈱トーガシへ
お申込下さい。なお、下記以外の物品も各種ご用意可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

※掲載備品の仕様は写真と多少異なる場合がございますので、ご了承下さい。
※映像・音響機材のレンタルに関しては㈱エージーエーコーポレーションまでお問合せ下さい。(P29)

◆レンタル期間：7月30日（火）～31日（水）

◆レンタル料金：下記リスト参照ください
◆取 扱 業 者 ：株式会社トーガシ 担当/新粥(しんがい)

ＴＥＬ/03-6777-3350 ＦＡＸ/03-6663-4528

レンタル備品

★

エコ素材とは思えない高級感。
リーズナブルで、しかも販促効果抜群！
これまでにない、新しい考え方からできた
オリジナル什器。
価値のある、他にはない販促ツールとして
活躍します。

！

SEL SYSTEM

･コンセントのお申込みが必要です。
(LED×4/電気容量1W)

･コンセントのお申込みが必要です。
(蛍光灯20W×4/電気容量120W)

備品レンタルに関する案内

円形２段の展示台「ファウンテン」

■Fountain
・上段直径：50㎝×高さ：30㎝
・下段直径：90㎝×高さ：70㎝
・カラー：腰)ベージュ×天板)白

￥11,664

透明アクリル板の展示台「ダックス」

■DACHS
・幅：120×奥行：70㎝×高さ:70㎝
・カラー：木目調(茶色)

￥11,664

天板が光る展示台「クレール」

■CLAIR
・Small ＿天板：45㎝角×高さ：70㎝
・Large＿天板：45㎝角×高さ：95㎝
・カラー：腰)ベージュ×天板)白

￥9,612

1 2

3 4

5

[Small] [Large]

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.13

※提出期限※
6月14日(金)まで

※全て税込料金です



レンタル備品

2 カーテンユニット

¥9,612

1
壁面パネル

W1000×H2700

¥3,672

3
ドアユニット

¥12,096

5 棚板

¥2,484

4
パラペット

W1000×H300

¥3,672

6
システム展示台

¥12,096

8 引戸付展示台

¥7,236

7
システム展示台

W990×D990×H700

¥18,036

9

¥10,152

11
ピクチャーワイヤー

¥648

10
パネルフック

¥270

14
卓上カタログスタンド

¥1,944

13
カタログスタンド

A4・12段

¥7,236

サインスタンド

¥2,646

15

12
イーゼル

¥3,024

欄間付・W1000×H2700 欄間付・W1000×H2700

W1000×D300 W990×D495×H700

W1000×D500×H750

引戸付展示台

W2000×D500×H750

A4・3段 貼り型
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備品レンタルに関する案内
------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.13

※全て税込料金です

1個 1個

※提出期限※
6月14日(金)まで

※掲載備品の仕様は写真と多少異なる場合がございますので、ご了承下さい。

※



レンタル備品

17
カウンターチェア

¥4,212

16
受付カウンター

W900×D450×H800

¥7,236

18
貴名受

¥2,916

20
角テーブル

19
会議用テーブル（木目）

A：W1800×D450×H700

B：W1800×D600×H700

¥2,052

21
丸テーブル

A：¥3,672 / B:¥4,212

23
パイプイス

¥648

22
白布

W2400×D1000

¥1,296

24
スタッキングチェア（白）

¥972

25
応接セット（白）

W900×D450×H800

¥18,036

26
消火器

¥2,484

W600×D600×H600 A：Φ600
B：Φ900

¥3,132

レンタル照明に、展示物等を吊るさないで下さいレンタル電気器具（提出書類№7にてお申込ください）

※掲載備品の仕様は写真と多少異なる場合がございますので、ご了承下さい。

1 スポットライト

100W

¥3,672

2
アームスポットライト

100W

¥4,212

3
蛍光灯

¥4,212

40W（※点灯時60Wの電力が必要です）
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10型

備品レンタルに関する案内

映像機材・音響機材

P29をご確認下さい
ご相談・お申込は
㈱エージーエー
コーポレーションへ
お願い致します。

------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

提出書類

No.7
提出書類

No.13

※全て税込料金です

※提出期限※
6月14日(金)まで

※
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パンチカーペット色指定

１小間 (9㎡) ￥27,540

※全て税込料金です

壁面パネル色指定

１枚 (Ｈ2700×Ｗ1000) ￥7,290

コーポレートカラーや展示商品イメージなどに合わせた壁面・パンチカーペットをコーディネート
することで目立つブースに仕上がります！！

※パラペット、特注社名板、受付カウンター、
照明等追加の場合

※特注パラペット、引戸展示台、丸テーブル、スタッキング
チェア、照明等追加の場合

Image (中小間/１小間)Image (角小間/１小間)

備品レンタルに関する案内
------- お問合せ先 -------

株式会社トーガシ 担当：新粥 ( しんがい )

ＴＥＬ：０３－６７７７－３３５０

１小間 (4㎡) ￥12,258

※全て税込料金です

提出書類

No.13 ※提出期限※
6月14日(金)まで

(印刷の都合上、実際の色味･発色と異なることがあります)

(印刷の都合上、実際の色味･発色と異なることがあります)

※
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備品レンタルに関する案内
------- お問合せ先 -------

株式会社エージーエーコーポレーション

ＴＥＬ：0120－88－0514



■1小間あたりのお申込平均は1000部！

昨年は3×3小間で多くご希望頂いた出展者様には

5000～10000部、お送りさせて頂いております。

2×2小間ですと、1小間あたり300～500部をお送りしています。

■リーフレット活用方法

リーフレットは、店頭に置いたり、営業ツールとして活用されています！

見込み客や最近付き合いが薄くなっている方などに、DM郵送してPRしている

出展者様が多いです。

■今年のリーフレットは封筒サイズ！

今年のリーフレットはあらかじめ封筒に入るサイズに折ったものを納品させて

頂きます。DM郵送がしやすくなりました。

イベント専用の封筒もご用意しましたので(10枚 108円)ぜひご活用下さい。

第22回 リフォーム産業フェア2019

イベント案内リーフレット
お申込に関して

(A４サイズ：リーフレットイメージ)

（長形3号：封筒イメージ)

封筒は有料です。
10枚 108円
※10枚単位でお申込み下さい


