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16：00

開催スケジュール

はじめに
この度は「第 11 回さわやか信用金庫物産展」へのご出展をお申し込みい

開催概要
名

称

会

期

2022年 10月14日（金）

会

場

コングレスクエア羽田

ただきまして、誠にありがとうございます。
この出展マニュアルは当物産展を円滑に運営するために、出展者の皆様に
最小限守っていただかなくてはならない諸規則と諸手続きについて記載して
あります。
出展者の皆様は本出展マニュアルを是非ともご一読のうえ、出展のご準備
をいただくと共に、巻末の各提出書類を、それぞれ指定の期限内にご提出く
ださるよう、お願い申し上げます。
尚、提出書類については、何卒ご記入漏れの無いようご注意願います。

とことん応援プロジェクト・第 1 1 回さわやか信用金庫物産展

10：00〜16：00

〒144-0041 東京都大田区羽田空港一丁目1番4号
羽田イノベーションシティJ棟1F

搬入〜開催〜搬出スケジュール
10 月13日（木）

10 月14日（金）

08：00

開場 8：00〜
各出展者準備時間

09：00
10：00

ご来場者の状況により、
予告なく開場が早まる場合がございます。ご了承ください。

主催者基礎工事
（08：00〜14：00）

11：00
12：00

物産展開催
（10：00〜16：00）

13：00
14：00
15：00

●主催者
〒144-0047

東京都大田区萩中 2-2-1

コンサルティングセンター
担当：浦野・田邉・川口
TEL：03-3742-0626

FAX ： 03-3742-0724

フリーダイヤル：0120-258-370
受付時間：AM9：00〜PM5：00（土・日・祝祭日を除きます）

16：00
17：00
18：00
19：00
20：00
21：00

●会場運営事務局
〒140-0001

株式会社 ディスカバリー・コア

東京都品川区北品川 2-27-1

担当：金子 kaneko@d-core.co.jp・高橋 takahashi@d-core.co.jp
TEL：03-5780-0050

FAX：03-5780-0053

受付時間：AM10：00〜PM5：00（土・日・祝祭日を除きます）

9：30〜（予定）
オープニングセレモニー

出展者・

小間装飾工事
（14：00〜18：00）
撤去工事
（16：05〜21：00）

残業時間帯
（18：00〜19：00）
※以降の残業は一切出来ません。

22：00
●規定時間外に、出品物・装飾資材などを会場内に残しておいた場合は、事務局はこれを任意で処分いたしま
す。また、その処分に要した費用は出展者様の自己負担となりますのでご注意ください。

●搬出時は出展商品の持ち出しと装飾物の撤去が同時に行われますので、会場内は相当な混雑が予想されます。
事故防止に努めてください。

●コングレスクエア羽田荷捌所への車輌の乗り入れは出来ません。搬出入については事前申込みの計画搬出入
が許可された車輌以外は、原則的に羽田イノベーションシティ屋外駐車場（24時間営業。最初30分まで無料。
以降30分150円。最大料金24時間2,100円。24時間以降60分300円の上限最大料金繰返しあり。8月5日現在）
より手運びの搬出入となります。
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施設概要
名

称

：

コングレスクエア羽田

〒144-0041 東京都大田区羽田空港一丁目1番4号
羽田イノベーションシティJ棟1F

工事中
渋谷
横浜

東京
品川

京急蒲田

天空橋
羽田空港
第 3 ターミナル駅
羽田空港
第 1・第 2 ターミナル駅

羽田空港
第 1 ターミナル駅

羽田空港
第 2 ターミナル駅
JR 線

京浜急行本線

①

浜松町

Congres Square

( 羽田イノベーションシティ内）
京浜急行空港線・東京モノレール

「天空橋」駅より徒歩 2 分

①

②

「品川」駅より 13 分
「羽田空港第 3 ターミナル」駅より 1 分
首都高速 1 号羽田線「羽田 IC」より 3 分
京浜急行空港線

東京モノレール羽田空港線

②
駐車料金精算所前の階段また
はエレベーターで 2F へ

歩行者用デッキを直進
ZONE J の看板を目印に左へ入る

③

③
さわやか信用金庫
物産展会場

自動扉を入ると「京急 EX イン羽田イノベーション
シティ」のエントランスホールとなり、施設内のエ
スカレーターで会場 1F へと降りる

工事中
工事中
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コングレスクエア羽田
（HI City J 棟 1F)

さわやか信用金庫
物産展会場

さわやか信用金庫
ビジネスマッチングセンター
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搬入・搬出

物産展会場構成図（コングレスクエア羽田）
ホール：さわやか信用金庫（さわやか出展）展示即売会場

搬出入経路

ルーム1：地方信用金庫（地方出展）展示即売会場

計画搬出入口
（1F)

IN

台車搬出入経路

OUT

台車搬出入経路

●会場内への車輌の乗り入れは出来ません。
原則的に羽田イノベーションシティ屋外P1
東側有料駐車場より、手運びの搬出入とな
ります。（24時間営業。 最初30分まで無料。
以降30分150円。最大料金24時間2,100円。
24時間以降60分300円の上限最大料金繰返
しあり。8月5日現在）
●手運びが困難な展示物等に対しては、事前
申込みが必要となり、運営事務局の許可が
得られた車輌に限り、J棟ホール専用搬入口
からの計画搬出入となります。
予めご了承願います。
●台車を使用し、P1東側駐車場よりの搬出入
に関しては、歩道を経由してからのJ棟指定
扉からの搬出入となります。
その際には、必ず事前配布いたします「出展
者証」を着用ください。

ラウンジ

②

J棟
荷捌所

ホール

①
計画搬出入について

③
ルーム1

④

搬出入口

●計画搬入に関しては、当出展要項の最終ページに掲載している申込書にて受付をいたします。詳細につきまし
ては、最終ページをご参照ください。

●J 棟ホール専用搬入口前の荷捌所は、施設内を利用する物流業者専用の駐車スペースを特別に許可を得て利用
することとなりますので、指定時間内での積降ろしを厳守してください。予めご了承願います。

給湯・
手洗い室

宅配便での用度搬入出について

事務局カウンター
宅配受付カウンター
総合受付

運営事務局では、出展社様の便宜を図るために宅配便の受付をいたしますが、荷受け等の混乱を防ぐためにも下記の
要項を厳守願います。

1・荷物は三方（幅・奥行き・高さ）の合計寸法が 160 センチ以内とします。

2・搬入に際しては、10 月 13 日（木）AM 必着の時間指定でご発送ください。
3・送り先の住所は下記の通りです。
〒144-0035

〒144-0041

＊必ず小間番号を最後にご記入ください。

コングレスクエア羽田 Wi-Fi 接続構成

東京都大田区羽田空港一丁目 1 番 4 号

羽田イノベーションシティ J 棟 1F

コングレスクエア羽田内

さわやか信用金庫物産展運営事務局気付

小間番号○○-○○

出展企業名 及び 担当者名 宛

4・宅配業者伝票の電話番号記入欄には、出展各担当者様の携帯電話番号をご記入ください。

5・搬出に対しても同様の対処となりますが、同所管轄内のヤマト便の着払い伝票を当日ご用意いたします。
着払い伝票は開催日当日、会場総合受付で配布いたします。必要枚数を受付でお申しつけください。

6・搬出入時の発送の荷受けは会場内 1F 会場総合受付付近に、運営事務局カウンターと併設した宅配専用カウン

①
ＳＳＩＤ：hall1-cs
PASS：congre-d1-hall

②
ＳＳＩＤ：hall2-cs
PASS：congre-d2-hall

③

④

ＳＳＩＤ：room1b-cs
PASS：congre-1a-room

ＳＳＩＤ：room1a-cs
PASS：congre-1a-room

ターを設けます。そちらのカウンターでの手続きをお願いいたします。

7・搬出時の受付時間は、開催日当日 15：55〜16：25 となります。

04

■Wi-Fi ＡＰ 推奨接続台数 ホール/各200台・ルーム1/各100台
（アクセス回線各1Gbps・ベストエフォート。メールチェック等のWEB閲覧程度を想定）
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物産展小間割り

基本ブース（基礎小間）
ブースの仕様

ラウンジ（開催時）：オープニングセレモニー会場・来場者待合休憩エリア
ツアー来場者専用出入口

ルーム1：地方信用金庫（地方出展）
展示即売会場

ラウンジ

ホール

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

19

28

18

27

17

26

16

25

15

24

14

23

13

22

12

21

11

20

01
特1

02

03

ルーム1

37
36

07

14

34

05
06

15

35

04

08

33

09

32

10

31

13

12

01・株式会社 こしん
02・瀬戸漁業 株式会社
03・南部せんべいの 巖手屋
04・オネットマーケットプラン 株式会社
05・株式会社 道奥
06・ユキノチカラプロジェクト協議会
07・株式会社 大桂商店
08・カネトミ深沢製茶
09・平井製菓 株式会社
10・富士のほうじ茶「凛茶」
11・NTG
12・有限会社 加賀かきもち丸山
13・株式会社 勝僖梅
14・ヒューマンサウンド（琉球かれん）
15・悠ヶ風（ユガカジ）

●小間サイズ：間口約 2m 奥行き約 1.7m 壁面高 2.1m（社名板付き）

社名板表記は基本的に呼び込みチラシに掲載される名称と、出展登録証をもとに運営事務局で構成し、確認稿
を制作します。出展各社様には 9 月 30 日を目処に確認稿をお送りし、確認したものを設置いたします。

●ブースには展示照明 2 灯、コンセント 1 箇所（2 口合計・0.5kw̲ 約 750W 上限）会議テーブル 1 台、折り
たたみ椅子 1 脚、また、ブース壁面側には間口 2ｍの引き戸付きキャビネットと棚板（可変式）が 2 枚付帯
します。

●出展は各社 1 小間出展に限らせていただきます。

●基礎壁面パネルはオクタノルム社製のシステムパネルを使用しています。

●基礎壁面パネルには重量物を貼り付けることが出来ません。ポスターや説明パネルを貼り付けるなど、加工が
必要な場合には、会場運営事務局である（株）ディスカバリー・コアまでご相談ください。

特別展示
特1・おおた少年少女発明クラブ
クラブ員の子供達が作った
作品を展示します。
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コンセント

30
29

業種
住所
TEL
HP

小学生向け工作教室

東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ(PiO)3F
03-3733-6144
www.pio-ota.jp/human-resources/hatsumei-club.html

総合受付

当物産展終了後に、1小間当たりの出展料￥22,000（税込）
を、各社ご担当者様へ（株）ディスカバリー・コアよ
りご請求させていただきます。また、別途項目の申込みがございました場合にも、出展料と共に、
ご請求書を10
月末日までに発行させていただきます。
2022・11月末日までにお振り込みのほど、宜しくお願いいたします。
＊地方出展者様は、出展料は発生いたしません。

ブース付帯事項（電気容量追加等に関して）
●施設の全体の電気供給容量の関係から、当さわやか物産展においては、追加の電気容量の申込みを受けかねる
場合もございます。なるべく基本ブースに付帯するコンセントの供給電気容量でお収めください。

ホール：さわやか信用金庫（さわやか出展）
展示即売会場
01・成城城田工房
02・珠屋小林珈琲
03・有限会社 大橋新藏商店
04・株式会社 サジェスコム
05・株式会社 アグルス
06・ハヤシフルーツ
07・株式会社 若素園
08・有限会社 ユタカチクサン
09・株式会社 守矢武夫商店
10・まちいくふじかわプロジェクト
11・水牛食品 株式会社
12・有限会社 さか昭
13・いなぎ発信基地ペアテラス

●冷凍・冷蔵ケース、電子レンジ等を使用する際、機器の持ち込みは認めますが、供給電気容量内でご使用願い

14・FALAFEL BROTHERS 合同会社
15・銘茶・海苔処 綱島園
16・株式会社 トビライズ
17・うなぎ仙見
18・燻製屋 ＫＥＮ
19・榎本酒類 株式会社
20・株式会社 AYUSITA INTERNATIONAL
21・株式会社 シンポフーズ
22・株式会社 Bull Pulu
23・株式会社 オリーヴドゥリュック
24・総本家 更科堀井
25・宝寿園
26・虎ノ門 岡埜栄泉
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27・株式会社 横山安五郎商店
28・株式会社 大谷政吉商店
29・株式会社 銀座花のれん
30・株式会社 一十八日
31・下町ボブスレープロジェクト
32・アスカ
33・株式会社 クレコ・ラボ
34・布布 はまの
35・株式会社 三輝
36・ねこ雑貨 ねこねるね 株式会社 メイジ
37・株式会社 淳子

ます。また、ブース内コンセントからの 24 時間通電は基本的に行いません。

●運営事務局で取り扱う冷凍・冷蔵ケースなどは、基本ブースとは別回路の二次側配線工事を行い、電気を供給

する予定です。上記、出展者様の持ち込み機器で電気容量が不明の際は、
（株）ディスカバリー・コアまでお申

しつけください。（別回路の二次側配線工事は 24 時間通電とします）

●ブースに付帯する設備で不要なものがございましたら、準備日（10 月 13 日）17：00 までに、ブース前通路
にお出しください。運営事務局でご対応いたします。また棚板など、ブース内用度で不足なものがございました
ら、
（株）ディスカバリー・コアまでお申しつけください。（有料対応）
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オプション用度

特記事項

追加用度レンタル品等について

現場対応・注意事項等

●出展者様の便宜を図るためにレンタル備品を受け付けております。

●申し込みを希望される出展者様は提出書類 no.1「オプション用度申込書」で（株）ディスカバリー・コアまで
ご提出ください。

電気容量増設工事（専用コンセント含む）

2

施工・搬入日当日（10 月 13 日（木））
、会場受付附近に設置される事務局カウンターまでおたずね下さい。

※その他、ブース装飾や設備等のご質問がございましたら、お気軽に（株）ディスカバリー・コアまでご相

内容と料金は下記の通りです。( 料金は税込 )
また、お申込みの際は申込みナンバー及び内容を必ずお確かめください。
1

※パネル等のつり下げ金具は無償にてお貸し出しいたします。

談ください。

棚板（専用ブランケットつき）

基本的に電子レンジ・冷凍冷蔵庫等の備品発注時のみの受付となります。
追加電気工事は 24 時間通電となります。

※荷捌所からの搬出入は計画搬出入となります。事前申請等のルールを
必ずお守りください。

増設〜1KW：9,900 円（現場工事費含む）
※200V に関しても同一の料金となっております。

W990×D300

さわやか信用金庫物産展ご出展者様に

1セット：￥3,300

※酒類販売をされる出展者様は、出展者様自身で、販売許可申請を願います。
3

冷蔵庫（S)

4

平形オープンケース

5

洋菓子ケース

※鮮魚・精肉・牛乳の販売・氷雪販売、及び現地での食品製造は会場設備の都合で、一切出来ません。
※大田区保健所に対し、当物産展は食品等販売の扱いで許可を受けております。
※手洗い及び給湯は、別室をご利用ください。

※食品の扱いには、くれぐれもご注意ください。
※この器具を使用の場合は
約500Wの電気容量を使
用します。
￥14,300

6

電子オーブンレンジ

W1,200（4尺）
W1,500（5尺）
W1,800（6尺） 増設電気工事が必要となります。

W1,200（4尺）増設電気工事が必要となります。

4尺：￥33,000 5尺：￥38,500 6尺：￥47,300

￥41,800
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※この器具を使用の場合は
約600Wの電気容量を使
用します。
￥17,600

※バックヤードには、間口 900 ミリ・奥行き 300 ミリのスチールラック棚二段分のストックスペースを、

冷凍コンパクトストッカー

各出展者分設けております。別紙提出の会場小間割図をご参照のうえ、各出展者名の記された棚をご利用
ください。

※全ての出展者様は、お客様（来場者）から領収書を求められた際に
発行できるよう、ご準備ください。

※この器具を使用の場合は
約500Wの電気容量を使
用します。
42L・W496ｘD316ｘH855

￥12,100

※他にも多種多様なリース備品をご用意しています。

※不明の際には（株）ディスカバリー・コアへご相談ください。
※ご注文の物品は、全てブース内へ搬入出を行います。

※器具等を出展者様ご自身がお持ち込みになり、追加の電気容量工事が必要になった場合、
電気容量増設工事のみをいたします。（その際は、24 時間通電は行いません。）
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提出期限：9 月 20 日 ( 火 )
提出書類

出展者登録書：全社提出

9月20日（火）

出展者登録書
提出締め切り

小間番号

出展者登録書当物産展に於いて、様々なアテンドに活用いたしますのでご協力ください。

全社必ず提出ください

出展者登録書
当物産展に於いて、様々なアテンドに活用いたしますのでご協力ください。

申込み月日：2022 年

月

日

出展者名
所在地

9月28日（水）

ブース・運営に関する諸手続き
提出締め切り

担当部署
担当者

オプション用度申込書

■請求先が異なる場合は下記にお願いいたします。

必要の際、提出ください

請求先

お申込みはお手数ですが、基本的にEメールもしくは
FAXでお願いいたします。

FAX キリトリ

計画搬出入申込書

手運びできないような荷物を搬出入する際、荷捌所の使用が必要な場合にご提出を
いただく申込書。

担当部署

担当者

TEL

FAX

提出書類・no.1
オプション用度申込書
提出書類・no.2
計画搬出入申込書

お申込みはお手数ですが、基本的にEメールもしくは
FAXでお願いいたします。

お申込み・問い合わせ先
●会場運営事務局
株式会社 ディスカバリー・コア
〒140-0001 東京都品川区北品川2-27-1
担当：金子kaneko@d-core.co.jp・高橋 takahashi@d-core.co.jp
TEL：03-5780-0050 FAX：03-5780-0053
受付時間：AM10：00〜PM5：00（土・日・祝祭日を除きます）

※Eメールは担当者連名でお願いいたします。

FAX

担当者様メールアドレス

出展者様への便宜を図るためブース内で必要と思われる電気工事・備品の申込書。

提出書類・no.2

印

TEL

追加の際、提出ください

提出書類・no.1

〒

お問い合わせ・申込書送付先
株式会社

ディスカバリー・コア

TEL.03-5780-0050 FAX.03-5780-0053
〒140-0001 東京都品川区北品川2-27-1
担当・ 高橋 : takahashi@d-core.co.jp ・ 金子： kaneko@d-core.co.jp

※Eメールは担当者連名でお願いいたします。
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提出期限：9 月 28 日 ( 水 )
提出書類

1

オプション用度申込書

提出期限：9 月 28 日 ( 水 )
提出書類

小間番号

計画搬出入申込書

2

申込み月日：2022 年

月

日

申込み月日：2022 年

出展者名

月

出展者名

〒

所在地

小間番号

担当者名

担当部署
担当者

印

TEL

担当者携帯電話番号

車輌ナンバー

FAX

車種

ドライバー氏名

担当者様メールアドレス

ドライバー携帯電話番号

※車輌は H3.8m 4t 車以内までとなります。
※ご希望の時間帯をチェックしてください。

用度品等名称

サイズ

単価（税込）

1 電気容量増設工事（専用コンセント含む）

9,900

数量

※出展者様の申込後、事務局から施設側に許可をとります。

合計金額

※許可された車輌のみ、5〜7 営業日中に、事務局から駐車証を郵送いたします。
※駐車証は必ず搬出入時に車外から見える所に提示してください。

1ｋｗ

※先着順となりますので、ご希望の時間帯が取れない場合がございます。予めご了承願います。

電気容量増設工事は1ｋｗ（1500W)のみの受付となります。
2 棚板（専用ブランケットつき）

W990×D300

3,300

3 冷蔵庫（S)

10月13日・搬入日

5 洋菓子ケース

33,000

W1500（5尺）

38,500

W1800（6尺）

47,300

W1200（4尺）

41,800

6 電子オーブンレンジ

17,600

7 冷凍コンパクトストッカー

12,100

FAX キリトリ

4 平形オープンケース

W1200（4尺）

FAX キリトリ

14,300

※他にも多種多様なリース備品をご用意しています。

※不明の際には（株）ディスカバリー・コアへご相談ください。
※ご注文の物品は、全てブース内へ搬入出を行います。

※器具等を出展者様ご自身がお持ち込みになり、追加の電気容量工事が必要になった場合、

10月14日・搬出日

14：00〜14：20

16：00〜16：15

14：20〜14：40

16：15〜16：30

14：40〜15：00

16：30〜16：45

15：00〜15：20

17：00〜17：15

15：20〜14：40

17：15〜17：30

15：40〜16：00

17：30〜17：45

16：00〜16：20

18：00〜18：15

16：20〜16：40

18：15〜18：30

16：40〜17：00

電気容量増設工事のみをいたします。（その際は、24 時間通電は行いません。）

17：00〜17：20
17：20〜18：40

お問い合わせ・申込書送付先
株式会社

お問い合わせ・申込書送付先

ディスカバリー・コア

株式会社

TEL.03-5780-0050 FAX.03-5780-0053
〒140-0001 東京都品川区北品川2-27-1
担当・ 高橋 : takahashi@d-core.co.jp ・ 金子： kaneko@d-core.co.jp

ディスカバリー・コア

TEL.03-5780-0050 FAX.03-5780-0053
〒140-0001 東京都品川区北品川2-27-1
担当・ 高橋 : takahashi@d-core.co.jp ・ 金子： kaneko@d-core.co.jp

※Eメールは担当者連名でお願いいたします。

※Eメールは担当者連名でお願いいたします。

12

13

日

