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出展要領

『ゆきみらい見本市』事務局
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民間企業等出展希望者用
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１ 名 称： ゆきみらい2018in富山『ゆきみらい見本市』

２ 出展内容： 快適な冬の生活環境づくりのために必要な利雪・克雪技術、
道路管理技術などの幅広い範囲を対象とします。

３ 開催日時： 平成30年2月8日(木) 10:00～17:00,2月9日(金)9:00～16:00
※搬入等は開催前日2月7日(水)を予定しております。

４ 主 催： ゆきみらい2018in富山
実行委員会

５ 会 場： 富山県民会館
1階（美術館）及び
地下1階（展示室）

住所 富山市新総曲輪4番18号
TEL (076)432-1111



６ 出展ブース募集数： ３０ブース程度
※２ブース以上の複数ブース一括購入も可能

７ 出 展 料： １ブース ６万円

８ 出展ブースの基本仕様：

出展ブースイメージ

背面パネル
W3000×H2400

アームスポット100W

展示スペース3000×2000

H2400

2口ACコンセント(床置)

長机
W1800×D450×H700程度×2台
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パイプ椅子
大きさ未定

2脚

社名表示サイン W2500×H300

側面パネル
W2000×H2400

寸法
間口3000mm、奥行き2000mm、パネル高さ2400mm

※会場の都合により多少変更される場合があります。

標準備品

⊡　２口ACコンセント・・・・1個
⊡　長机450mm×1800mm×H700程度、机面クロスなし・・・2台
⊡　パイプ椅子・・・2脚
⊡　アームスポットライト100W・・・1本
⊡　社名表示サイン W2500mm×H300mm（統一文字フォント、黒文字）
　　※ロゴマーク等の使用、フォントの変更はできませんのでご了承ください。

追加備品
（有料）

以下を予定しております。詳細については、お申し込み後別途ご案内いたします。
（持ち込みの場合は無料です）

　　　　テーブル／椅子／アームスポットライト／
　　　　カタログスタンド／映像機器／ACコンセントの追加等



９ 出展規約等（必ずお読みください）：

【制限や規制事項】

① 基本仕様以外の出店ブースの装飾については、出展者様で準備をお願いします。

② 展示物及び装飾の高さについては、会場の都合上、原則2．7mまでとさせていただき
ます。

③ 音や光を発する場合は、周辺の出展者様の迷惑とならないよう、音量や光量の調整を
お願いします。

④ 会場の床面に釘や画鋲等を打ち込むことはできません。

⑤ クラフトテープやマスキングテープを使用する場合は、跡が残らないよう撤去をお願
いします。

⑥ 特に重いものや、大きなものは事前に事務局へご相談ください。

【出展場所・会場レイアウト等】

① 出展場所については、事務局で指定させていただくことになりますので了承ください。
（出展状況により会場レイアウトを変更する場合があります）
なお、会場レイアウト及び出展場所についての異議申し立て、損害賠償等については
受け付けられませんのでご了承ください。

② 出展料の納付後の申し込みブースの縮小、解約、取り消しは原則できませんのでご了
承ください。

【駐車場】

① 構内駐車場もしくは近隣の駐車場をご利用ください。なお、料金につきましては、各出
展者様でご負担をお願いします。

【インターネット環境】

① インターネット環境につきましは、フリーWi-Fiが、会場正面入口部のみ使用可能となっ
ております。

【管理・保全】

① 会場全体の管理・保全については、主催者が最善の注意を払い行いますが、各出展
ブース内の管理・保全については、各出展者様でお願いします。
なお、出展ブース内の出展物及び資材等に生じた盗難、紛失、破損等あらゆる損失
または損害については、責任を負いませんのでご了承ください。
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【禁止事項】

① 会場内は、禁煙のため喫煙は指定の場所をご利用ください。

② 出展会場は、屋内のため火気や危険物の利用はできません。

③ 出展申込書に明示された内容以外の展示、及び自らの展示ブース以外での展示・宣
伝はできません。

④ アルコール飲料の配布及び会場内における飲酒行為はできません。

⑤ その他、会場の安全や秩序に支障をきたす恐れがある行為と判断した場合、その行
為を中止してもらう場合があります。

【開催の中止・中断】

① 天災などの不可抗力により、開催もしくは継続が困難となった場合、イベントを中止ま
たは中断をさせていただく場合があります。 なお、中止や中断によって生じた損害につ
いては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

【出展のお断り・中止】

① お申込みの際、出展内容が開催趣旨にそぐわないと判断した場合、出展をお断りする
場合があります。

② 出展料の納付の遅れや納付されない等の事態が生じた場合には、出展をお断りする
場合があります。

③ すべての出展者及びその代理人は、本要領及び主催者の指示を尊守することに同意
されたものとさせていただきます。
本要領の内容などに違反した場合、開催前、開催中にかかわらず、出展を中止させ
ていただく場合があります。

なお、お断りや中止によって生じた損害については、一切の責任を負いませんのでご
了承ください。
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１０ 申し込み方法：

本要領の内容をあらかじめ了解のうえ、所定の申し込み用紙（出展申込書）に必
要事項をご記入のうえ、電子メール（郵送、ＦＡＸも可）にて、「ゆきみらい見本市」
事務局までお申し込み下さい。
（お申込み用紙の電子データ(Excel)はHPよりダウンロード可能です。
ゆきみらい2018in富山HP http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-toyama/ ）

１１ 申し込み先：

『ゆきみらい見本市』事務局
富山市建設部建設政策課 （担当）山本、宇津
〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号 富山市役所 西館６階
ＴＥＬ ０７６－４４３－２０９１ ＦＡＸ ０７６－４４３－２１８７
Ｅ－ｍａｉｌ kensetsuseisaku@city.toyama.lg.jp

１２ 出展申込〆切： 平成２９年１１月１５日（水） 必着

１３ 出展料の納付：

① 請求書について
出展の申し込み用紙を受け付け次第、請求書を送付します。

② 納付方法について
出展料は請求書に記載された日までに指定口座にお振込み下さい。なお、出展の
権利は出展料の納付後に発生することとさせていただきます。

１４ その他：

出展に関する詳細については、出展の申し込みを受け付け後、準備ができ次第、出展
マニュアル等を送付しますのでご確認ください。
また、事前に確認したいことや不明な点がありましたら、事務局へ直接ご相談ください。
なお、出展に関する説明会等については、予定しておりません。

③『出展準備』
を進め、来場・出展
(２月７日準備日)
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< 出展までの流れ >

①『出展申込書』
による申込み
(11月15日〆切)

②『出展料の納付』
(11月下旬頃)

受理後、事務局より
出展料の請求書の送付

受理後、事務局より
出展マニュアル等の送付
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出展申込書
出展申込用紙は次ページにありますが、下記HPより電子データ(Excel)のダウンロ
ードが可能ですのでご活用ください。
ゆきみらい2018in富山HP http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-toyama/

（ふりがな）

企業・団体名

担当部署

（ふりがな） 　　　　　とやま　たろう

(職名)担当者名 (課長) 富山　太郎

TEL 076-443-2091 FAX 076-443-2187

E-mail

URL

一般問い合わ

せ用連絡先※

出展ブース数 　　1　ブース

出展テーマや
メインの

製品名※

雪国の未来を切り開く
『温か～い融雪・消雪システム』

出展企業・
団体の
事業内容・

出展内容※

出展物

2.出展内容

出展の種類
（あてはまるもの
1つに〇）

　1 . 除排雪機械本体や装備
　2 . 消雪や防風柵等の設備技術
　3 . 凍結防止剤等の化学技術
　4 . 一般向けの設備や道具
　5 .  ICT等の新技術やシステム
　6 . 気象観測技術やシステム
　7 . ソフト技術
　8 . その他
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　弊社は平成２９年３月に富山市にて創業いたしました様々な安全施設を製作・提案しているベンチャー企業
です。一般の公共道路で利用するカーブミラーやガードレール等はもちろんのこと、一般住宅でも手軽に安
価に使える冬季間の”安心”に応える安全施設を、お客様のご意見もうかがいながら製作し、実用化を進め
ています。
　より安価でより意味のある安全施設の提供を目指し、日々、技術開発を進めています。
　今回は弊社で開発した既存井戸を有効活用する融雪・消雪システムをご提案いたします。

出展詳細※

仕様・内容・数量等

温か～い融雪・消雪システム
使っていない地下水用井戸を活用し、安価に融雪及び消雪システムを構築します。
通常だと大工事になる配管等の工事も安価な素材を利用し、手軽に融雪や消雪を実現しま
す。今までの融雪・消雪のシステムの常識を覆す画期的なシステムです。

所在地
〒930-8510
富山県富山市新桜町7番38号

kensetsuseisaku@city.toyama.lg.jp

http://www.〇〇〇.co.jp

info-kensetsuseisaku@city.toyama.lg.jp

営業・企画開発部

ゆきみらい2018in富山　『ゆきみらい見本市』　出展申込書
（添書等は不要です。本用紙のみ送付ください）

『ゆきみらい見本市』事務局　富山市建設部建設政策課　行

1.出展者情報
かぶしきがいしゃ　ゆきみらいけんきゅうじょ

株式会社　ゆきみらい研究所
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（ふりがな）

企業・団体名

担当部署

（ふりがな）

(役職) 担当者名

TEL FAX

E-mail

URL

一般問い合わ

せ用連絡先※

出展ブース数 　　ブース

出展テーマや
メインの

製品名※

出展企業・
団体の
事業内容・

出展内容※

出展物

お申込み先

ゆきみらい2018in富山　『ゆきみらい見本市』　出展申込書
（添書等は不要です。本用紙のみ送付ください）

『ゆきみらい見本市』事務局　富山市建設部建設政策課　行

1.出展者情報

所在地

※は、当日配布予定のパンフレット等に掲載する内容であり記載例を参考に記入してください。
申し込み受理後、さらに写真の提供をお願いする場合があります。ご了承ください。

『ゆきみらい見本市』事務局
　富山市建設部建設政策課計画係　（担当）山本、宇津
　〒930-8510　富山県富山市新桜町7番38号　富山市役所西館６階
　TEL  076-443-2091   FAX  076-443-2187
E-mail  kensetsuseisaku@city.toyama.lg.jp

2.出展内容

出展の種類
（あてはまるもの
1つに〇）

　1 . 除排雪機械本体や装備
　2 . 消雪や防風柵等の設備技術
　3 . 凍結防止剤等の化学技術
　4 . 一般向けの設備や道具
　5 .  ICT等の新技術やシステム
　6 . 気象観測技術やシステム
　7 . ソフト技術
　8 . その他
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出展詳細※

仕様・内容・数量等






