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【出展社マニュアル】

●会期：2022年5月25日(水)/26日(木)
●会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 2F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1

【運営受託会社】 【主催社】

株式会社SPCコンシューママーケティング
E-mail： info@spc.jp.net

東京都千代田区平河町1-3-6 5F
TEL： 03-6403-0753／FAX 03-5539-4953
URL： https://spc.jp.net/

株式会社バンブー・メディア
E-mail： info@bamboo-media.jp

東京都港区赤坂6-6-28 2B
TEL： 03-6804-1491
URL： http://bamboo-media.jp/
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■はじめに

このマニュアルは、「BAMBOO EXPO17」の出展社様に、出展準備～搬入から会期中および、
終了後の搬出・撤去に至るまでの必要事項をまとめたものです。
内容をご確認のうえ、十分にご理解いただき、当展示会が円滑に行われますよう、皆様のご
協力をお願い致します。

目次

・はじめに
・開催概要
・交通案内
・会場ロケーション
・平面図
・全体スケジュール
・出展要項
・展示、装飾
・基礎オクタノルム詳細
・防災、防炎、展示上の注意
・設営、撤去、搬入出
・搬入出経路
・搬入出待機エリア（推奨）
・近隣駐車場

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２
１３
１４



2

■開催概要

●名称 BAMBOO EXPO17

●会期 2022年 5月25日（水） / 26日（木）

●開催時間 11:00～20:00

●開催会場 東京都立産業貿易センター浜松町館 2F
〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1

●出展企業 約80社（予定）

●想定来場者 インテリアデザイナー、建築家、デベロッパー、ホテル関係者、百貨店・
SC関係者、リテイラー他

●主催 BAMBOO MEDIA Co.Ltd.

BAMBOO EXPOは、2011年よりスタートした商空間を構成する建材や多様なエレメントを集結させた展示会です。
これまで年1～2回のペースで開催してまいりました。
設計者／デザイナーと施主／デベロッパー、そしてメーカー／ベンダーという3者をつなぐ、「商空間づくり」に特化し
た新しいスタイルのトレードショーです。
来場者数を追い求めることよりも、恒常的なコミュニケーションを生み出すネットワークづくりにフォーカスすることで、
的確にリーチする商空間づくりの「素材」を広く紹介していきます。

BAMBOO EXPO とは？

開催当日について 【5月25日（水） / 26日（木）】

◎出展社開場時間 9:30開場 ※11:00より来場者入場となりますのでそれまでにブース準備をお願いします。

◎受付 9:30～10:30までに、総合受付にて企業名をお伝えください。
受付の際に、出展社用ストラップをお渡しいたします。
※出展社用ストラップは、24日(火)から毎日配布・回収をいたします。

◎ブース準備 ブース準備は、前日24日(火)中に終了させてください。
24日(火)19:00より、展示ブースも含めた会場全体風景の撮影を行います。
撮影データは後日WEBサイトに3DVRビュー【BAMBOO VIEW】として掲載、アーカイブいたします。
やむを得ず、追加で作業が必要な場合は、必ず当日25日(水)10:30までに終了させてください。

◎控え室 出展社控え室はございません。

◎会場内インターネット環境 各社ポケットWi-Fi等をご用意ください。

◎緊急連絡先 BAMBOO EXPO事務局 090-4002-0217
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●会場周辺図

■交通案内

東京都立産業貿易センター浜松町館 （〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1）

●空港からお越しの場合

●お車でお越しの場合
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■会場ロケーション
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■平面図
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■全体スケジュール
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■出展要項

（1）入退場時間
会期中(5月25日～26日)出展社の会場への入場は9:30以降、退場は20:00までにお願いします。
20:00以降に会場に残られる場合は、事務局までご相談ください。
ただし、

（2）喫煙所について
1F・2Fにございます東京ポートシティ竹芝(同ビル)管轄の喫煙室をご利用ください。（P４参照）

（3）ゴミ等の処分
搬入出時および会期中に発生するゴミは、各社にて持ち帰り・処分してください。

（4）出展社証の着用
搬入出時および会期中の会場内においては、主催社より発行し、搬入時にお渡しする首吊り下げ型の出展社用ストラップ
の着用をお願いします。なお出展社用ストラップは1日ごとに回収いたします。

（5）食事・休憩について
ブース内での出展社の飲食はご遠慮ください。

（6）音について
実機を使ったデモンストレーションを行う際は、小間袖1mの位置から計測して、80デシベル以下に抑えてください。そ
れを超える可能性がある場合は、あらかじめ防音・音量制御の対策を施してください。

（7）出展物の保護と管理
各出展小間内および搬入出時における出展物の保護・管理については、出展社自身で行ってください。また、天災
その他、不可抗力の原因により発生した事故(盗難、紛失、火災、損害等) については、事務局はその損傷、賠償
の責任を負いません。出展社は、出展物の輸送および展示期間中の保護について、必要に応じて各自で保険を掛
けるなど、適切な対応を講じてください。

（8）事故／トラブル発生時について
会場内にて発生した展示上の事故／トラブルについては、主催社は一切の責任を負いかねます。万が一事故やトラ
ブルが発生した際は速やかに運営事務局に報告をしてください。また、緊急車両の要請などが必要な際も同様に、
事務局までお知らせください。

（9）会場の保護
会場の設備等を損傷した場合、その回復に要する費用は当該出展社負担になります。出展物の搬入出時や会期
中においては、会場保護に留意し、必要に応じ予防措置を講じてください。

（10）出展社の駐車場
会期中の出展社車両は、後述の近隣駐車場に駐車してください。展示会場の駐車場には駐車しないようにお願い
します。

（11）追加事項・変更事項の通知
開催及び出展に関わる追加事項・変更事項は申込時に申請いただいたご担当者へご連絡させていただきます。
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■展示・装飾

（1）装飾
ブースの装飾は、出展社で行うか、出展社が業者を選定し施行してください。会場内の壁面への釘等を使用しての打ち
込み、床面へのテープ類の貼付はできません。
貸出し備品の展示台や商談机に直接ガンタッカー、画びょうや釘等でのテーブルクロス止めはできません。クロスストッパー
や養生テープ等での固定をお願いします。

（2）装飾規定
（A）装飾物の高さ

装飾の高さは、2.7m以下に限ります。

（B）装飾資材
展示会場は、消防法第8条の3により防炎対象物品は防炎性能を有するものを使用し、一定の基準の防炎管理を行うこと
が義務づけられていますので、下記の項目について万全を期してください。なお、防炎対象物品が防炎性能を
有しないものを使用していた場合は、直ちに撤去していただきます。
1.消防法により、展示合板、カーペット、カーテン類は防炎機能を有し、防火ラベルが貼付されたもの以外は使用できません。
2.展示合板、繊維板は厚さに関係なく、全て上記の防炎合板を使用してください。また、カーペットも全て上記の防炎カー

ペットを使用してください。
3.防炎合板に厚い布、ひだのある紙類を装飾貼付けする場合は、防炎性能を有するものを使用してください。ただし、薄い

布紙を防炎合板に全面密着して使用する場合は差し支えありません。
4.カーテン、幕類、クロス、布紙、その他の装飾材料で可燃性のものを使用する場合は、すべて浸漬加工の防炎処理済み

のシールの付いたものを使用してください。
5.発砲スチロールなどの石油化学製品(ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン、ホンコンフラワーなど)は使用できま

せん。ただし、スチロール等を切文字程度で来場者の手の届かない場所での使用は除外します。
6.防炎処理ができない布は使用できません。布製品に対する防炎処理は浸漬により行うため、アクリルやポリエステルが

20%以上含まれているものは、防炎二次加工ができません。

（3）その他装飾施工上の注意事項
展示装飾の実施にあたっては、なるべく会場全体の見通しを保持し、全出展社の展示効果が向上するよう考慮のうえ、更
に他社の迷惑にならないような展示・装飾を計画してください。

（A）主催社が施工する基礎装飾物の取り外しはできません。
（B）施工にあたっては、あらかじめ施工業者の工場で造形加工を行い、会場においては組立作業程度の最小限の作業にと

どめてください。
（C）展示装飾および出展物等を、会場の天井、柱、壁等既存のものから吊り下げたり、もたせかけることは禁止します。

または施工および資材の運搬にあたり、会場および設備を損傷しないように十分注意してください。万一損傷した場合は、
原状回復の責任を負っていただきます。

（D）床面や壁面にボンド等の接着剤の使用はできません。
（E）作業によって生じた屑、廃材は必ず持ち帰ってください。
（F）会場内では必ず自社の小間内で作業を行い、通路または他の小間に資材を放置し作業することがないようにしてください。
（G）施設の管理運営に支障が生ずる騒音、振動、臭気、煙等を発する工事は原則として禁止します。
（H）消火器、消防設備、自動火災報知備、非常ベル、誘導灯等を装飾により隠蔽しないでください。また、その付近には使用

の際に障害となる陳列、工作物、その他の物品を置かないでください。
（I）天井面に対して遮蔽をきたす装飾は出来ません。
（J）施設をき損、汚損あるいは漏水する恐れのある場合は、予め養生してください。砂・土芝・上苔等、展示室を汚す恐れのあ

る資材は使用できません。
（K）展示室の床材は、フローリングで、傷つきやすくなっているため展示室への搬入・搬出や展示・設営の際は、必要に応じて

養生を行ってください。
（L）展示・装飾物の金属部分が直接床に接する場合は、必要に応じてその部分を養生してください。
（M）重量物の設置にあたって、床に集中荷重がかかる場合は、重量が分散するような措置を取り養生してください。
（N）床面へ粘着力の強いテープを直接貼るなど床にあとがつく恐れのある行為はご遠慮ください。やむを得ずテープを使用する

場合は粘着力の弱い養生テープをご使用ください。
（O）床面へのくぎ打ち・ねじ止めなど床が傷つく恐れのある行為はご遠慮ください。
（P）会期中に展示設備および装飾の模様替えをすることは原則できません。

（4）規定の遵守
禁止事項に違反または不完全な装飾の場合には、工事の変更、中止または撤去していただく場合がありますので、
計画・設計に際して十分ご注意ください。主催社はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他不測の事態につい
ては一切の責任を負いません。
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■基礎オクタノルム詳細

①装飾の高さが1050mmを超える場合は、コマの端（緑線）から500mmセットバックして高さ2700mm以下で設置し
てください（青ベタ部分）。

②例外的に、背面に対してはセットバック不要ですが、高さ2400mm、奥行き500mm以内にて設置をお願いします
（ピンクベタ部分）。

③袖パネルの延伸に類する装飾など、来場者の視界を遮るような展示方法は禁止といたします。
※なお隣接小間に面する部分は仕上げ化粧処理(経師紙等)をしてください（→部分）。

装飾の高さ規制
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■防災・防炎・展示上の注意

（1）規定の遵守
以下の行為は原則、禁止または制限しております。展示上やむを得ず以下の項目のいずれかに該当する物の使用がある場
合、必ず事前に主催社に申し出てください。

（A）裸火の使用
1.裸火とは、気体、液体、固体燃料を使用する火気器具等で、炎、火花を発生させるものまたは発熱部を外部に露出する

ものをいいます。
2.電気を熱源とした器具で発熱部が赤熱して見えるもの(例:電気コンロ、電気ストーブ、電 熱器等。ただし、発熱部が燃室、

風道、庫内に面しているトースター、ホットプレート、ヘア ドライヤー、電気フライヤー、オーブンなどを除く)および外部に露
出した発熱部で可燃物が 触れた場合、瞬時に着火(表面温400°C)する恐れのあるものは裸火に含みます。

（B）危険物の持ち込み
1.危険物(ガソリン、灯油、重油、作動油、印刷インク、機械内蔵油、洗浄油、動植物油等、消防法で定める危険品)        

■危険物品の種類(消防法で定める危険物)
【第１石油類火引21°C未満のもの】

ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール類
【第２石油類火引21°C～70°C未満のもの】

灯油・軽油・洗浄油・テレビン油・アルコール類
【第３石油類火引70°C～200°C未満のもの】

重油・マシン油・潤滑油等
【第４石油類火引200°C～以上のもの】

ギヤー油・シリンダー油・ダービン油・動植物油類(不燃性容器に収納密栓され、貯蔵保管されているものは除く)
切削油については、水溶性を使用ください。

2.指定可燃物(ラッカーパテ、パラフィン等消防法および火災予防条例で定める指定可燃物)        
3.可燃性ガス(プロパン、アセチレン、水素など一般高圧ガス、保安規制で定める可燃性ガス)        
4.マッチ
5.火薬類
6.コンプレッサー(コンプレッサーに使用している内蔵潤滑油)

（２）展示上の注意
（A）展示は安全であることを要します。展示によって発生するおそれのある人体または、財物は損傷、火災または危険防

止について、出展社は万全の措置を講じ、責任者を常駐させてください。万一、事故が発生した場合は、速やかに
事務局へ報告した後、当該出展社は直ちに必要な 措置をとり、その責任において解決してください。

（B）高周波電波を出す出展物の実演をする場合は、電波障害を防止するよう留意してください。電波障害により他に影
響を与える場合、展示を中止していただきますので十分ご注意ください。

（C）展示による強度の音響、光線、熱気、じんあい、ガス、臭気、振動等を発生することが予想される場合は、あらかじ
め予防措置を講じ、他に迷惑を及ぼさないようご注意ください。

（D）拡声器、ビデオ、映写機等を使う場合の音量は、小間に面する通路の中央および、隣接・背接 する小間との境界部
分において80db(A)以内とします。またスピーカー等は自社小間内に向けて設置してください。

（３）展示物の販売・配布
（A）会期中、小間内で展示物を即売することは不可とします。
（B）小間内で来場者にカタログ、商品見本、試作品、その他出展物に関する宣伝物を配布する場合は、みだりに配布し

て会場内を汚さないように注意してください。出展自社小間内にてお願いします。

（４）終業点検
毎日の終業時には小間内の整理・整頓、電気スイッチの点検を確実に行い、必要措置を講じてから退館してください。

（５）展示の制限・中止
事務局は会場の管理・保全、秩序の維持ならびに公衆の安全のため、これらに支障をきたすと認めた展示については、
出展者に対し必要な対策を要求し、対応していただけない場合には展示の制限または中止を命ずることがあります。

展示室の利用者は、造作の取付け及び展示物や備品の配置等の現状変更に当たっては、条例規則の
定めるところにより、申請し、承認を受ける必要があります。ブース及び展示装飾物は、地震時でも転倒、
落下等により来場者の避難及び消火活動等初動処理の障害とならないよう、安全に設営してください。
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■搬入出、設営・撤去作業について

●設営作業について

・設営作業につきましては、下記時間内に終了するようお願いいたします。

5月24日（火） 9:00～18:00

・会場内では、必ず「出展社証」の着用をお願いいたします。
・搬入物の開梱は、自社の小間内で行ってください。
・出展社が退館後にBAMBOO VIEW(会場風景の3DVRビュー)の撮影を行いますので、ブースを布等で覆ったり残材を放置

しないようお願いいたします。
・残材は、必ず各社でお持ち帰りください。

※「清掃及び廃棄物の法律」の改正により、排出事業者の責任が重くなりました。
出展社は搬入・装飾作業日、および搬出・撤去作業日に出た残材は、必ず各社でお持ち帰りください。また、装飾会社から出た残材に関しては、通路に放置せず必ず持ち帰る
よう出展社より厳重に指導してください。
万が一、残材を放置された場合には、残材撤去費を出展社に負担していただきます。

・会場内にストックスペースはございません。
※会場内にストックスペースはございませんので、搬入時に生じた梱包資材・空箱等は各出展ブース内のストックルームに保管するか、もしくは、必ず各社でお持ち帰りください。

・宅配便はブースに受取人がいる時間を指定の上、発送してください。
※出展製品や印刷物を宅配便等で送付される場合には、受取人欄に必ず展示会名・小間番号・出展社名・担当者名・指定到着日を明記し、ブースに受取人がいる時間をご指定

の上、ご発送ください。事務局では、荷物のお受取り・お預かりは一切できません。

・会場設備や他社の装飾を損傷しないようご注意ください。
※施工および資材の運搬にあたっては、会場設備、電気、電話、水道等の設備、他社の装飾、出展製品などを損傷しないよう十分注意してください。万一損傷した場合は、理由

の如何にかかわらず原状回復をしていただきます

・PCなどの貴重品は、可能な限り当日お持ちください。
・展示品の出荷から会期中を含め、返送するまでの期間を通じ、不測の事故による損害をうけないよう、展示品の物損に対
する保険の加入もご検討ください。
・海外からの展示品の取り扱いがある場合の対応については出展社側でご手配願います。
・会場の保全管理、維持、防災、防犯および安全上の理由から、事務局担当者がブース内への立ち入り、必要な処置を講
ずることがあります。

●撤去作業について

・撤去・搬出作業につきましては、下記時間内にてお願いいたします。

5月27日（金） 8:30～14:00

・会場内では、必ず「出展社証」の着用をお願いいたします。
・搬入物の梱包は、自社の小間内で行ってください。
・撤去作業時は盗難事故が起こりやすいため、貴重品などは各自で必ず保管してください。
・搬出作業終了まで、出社社は必ず立ち会ってください。

●搬入出について

・手運びまたは台車による搬入出の場合は、上記設営時間内であれば制限ありません。
・貸出用台車はご用意しておりませんので、ご面倒ですが出展社側でご手配ください。
・車両にて搬入出をされる場合は、後日別途ご案内する「搬入・搬出時間割」をご参照ください。

※「搬入・搬出時間割」は、5月中旬に車両での搬入出をご希望された出展社にメールにてご案内いたします。
・会場指定宅配業者は、佐川急便です。佐川急便にご登録のある出展社は、搬出時に宅配便やチャーター便の手配が

可能です。ご希望の出展社は、下記にお問い合わせください。

・指定宅配業者を利用する場合は、下記集荷時間までに、主催者が指定する場所まで持参ください。

・複数の荷物を送る場合、配送先毎に「○個目／○個口」と配送伝票の品名の欄に記載してください。
・指定宅配業者以外を利用する場合は、出展社の責任において集荷対応をお願いいたします。

 集荷時間（受付時間）  撤去日/5月27日（金）14:00までに

 集荷指定場所  会期中に別途ご案内させて頂きます。

ブース内に荷物を放置されても、責任を負いかねますので予めご了承ください。ご注意

東京ポートシティ竹芝 物流管理室
TEL：03-6402-3511
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■搬入出経路

●搬入出入口（1F）

搬入出時の停車位置 （車高制限 4.3ｍ）

●1F荷扱場平面図

・全ての搬入出車輌は、入口付近にて搬入出手続きを行い、スタッフの案内に従って入場してください。
・入場時には「搬入出車両証」が必要となります。
・ブースへの搬入・荷下ろしが終了した車輌は、速やかに退館してください。
※入口周辺における路上駐車は絶対に行わないでください。

搬入出時及び駐車時は「搬入出車両証」を必ず車外から見える場所に提示してください。
搬入出用台車は、常設しておりませんので、自社にてご用意ください。

車輌搬入経路

※右折入車禁止

※会期中に使用するエレベーターは、確定次第別途ご連絡いたします。

中型車スペース

車両サイズ制限

全長9.2m以内

全幅2.3m以内

全高4.3m以内

普通車スペース

車両サイズ制限

全長6.0m以内

全幅1.9m以内

全高4.3m以内

※会期中に使用できる駐車スペースは限られておりますので、確定次第別途ご連絡いたします。
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■搬入出待機エリア（推奨）

①東京都立芝商業高等学校・竹芝ビル前

①

②

②日の出桟橋前
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●東京都立産業貿易センター浜松町館周辺

■近隣駐車場

No. 名称 営業時間 料金 収容台数 車両制限

1 名鉄協商竹芝駅前 24時間営業

全日 00:00-24:00 10分 ￥400
最大料金
月-金・土 09:00-20:00 ￥4900
日祝 09:00-20:00 ￥2500
全日 20:00-09:00 ￥1500

9台 高さ-、長さ5.00m、幅2.00m、重量2.50t

2 リパーク海岸1丁目第2 24時間営業

平日 07:00-22:00 15分 300円
平日 22:00-07:00 60分 100円
日祝 07:00-22:00 15分 300円
日祝 22:00-07:00 60分 100円

8台 高さ2.00m、長さ5.00m、幅1.90m、重量2.00t

3 タイムズニューピア竹芝ノースタワー 24時間営業

00:00-24:00 60分￥660
最大料金
駐車後24時間 最大料金￥3960
領収書発行:可 ポイントカード利用可
クレジットカード利用可
タイムズビジネスカード利用可 

149台 高さ2.1m、長さ5m、幅1.9m、重量2.5t

4 タイムズニューピア竹芝サウスタワー 24時間営業

00:00-24:00 60分￥660
最大料金
駐車後24時間 最大料金￥3960
領収書発行:可 ポイントカード利用可
クレジットカード利用可
タイムズビジネスカード利用可 

172台 高さ2.1m、長さ5m、幅1.9m、重量2.5t

5 NPC24H海岸1丁目パーキング 24時間営業

最大料金
日・祝のみ　12時間毎　2,600円
全日夜間　1,000円(20時-8時)
時間料金　15分/400円
クレジットカード利用可

3台 高さ-、長さ-、幅-、重量-

6 NPC24Hウォーターズ竹芝パーキング 24時間営業
最大料金　24時間　2,400円
時間料金　60分/600円

417台 高さ-、長さ-、幅-、重量-


