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火力原子力発電大会

開催趣旨

本展示会は，会員企業が有する技術や製品等を大会参加の皆さまへ広くお知らせし，会員

相互の技術交流を通じて会員の皆さまが現場で抱えている様々な課題・問題解決の糸口とし

ていただくことを目的に平成27年度火力原子力発電大会より開催しております。

火力原子力発電大会には，1,495名（2019年度九州大会実績）の皆さまにご参加いただ

いており，また，本展示会には同大会参加者以外の方々（会員・非会員不問）にもご来場い

ただけます。

様々な分野の発電事業に携わられている方々との交流の場，幅広い層への情報発信の場，

またビジネスチャンス獲得の場として本展示会を是非ご活用ください。

皆さま多数のご出展を賜りますようご案内申し上げます。

*大会参加者以外の方は，本展示会のみ来場可能です。

*非会員の方は，大会（祝賀会・見学会含む）への参加はできません。
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火力原子力発電大会

募集要項(1)

１．会 期 令和２年1１月２６日（木） ９時０0分～1７時０0分（予定）

２．会 場 東京国際フォーラム
住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

３．募 集 数 50小間程度

４．出展資格 当協会の法人会員

５．出展料金 1小間 1１万円 （消費税込）
※複数小間でのお申し込みも可能です。ただし，お申し込み多数の場合，なるべく多くの
会員企業/団体様にご出展いただくため，複数小間のお申し込みをお断りする場合が
ございますので，予めご了承願います。

＜出展料金に含まれるもの＞
展示パネル，社名板，テーブル，電源タップ（2口），スポットライト
※今年度から，1名分の大会（祝賀会含む）参加費は含んでおりません。
大会に参加ご希望の場合は，別途お申込みをお願いいたします。

６．展示場所 事務局にて決定させていただきますので，予めご了承願います。

７．申込方法 添付の申込書に必要事項をご記入の上，EメールまたはFAXにて事務局へお申し込みください。
申込書受領後１週間以内に，事務局より受付確認の連絡をさせていただきます。

８．申込締切 令和２年６月３０日（火）（必着）
※お申し込みが募集数に達した時点で締切とさせていただきますので，お早めにお申し込み
ください。
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募集要項(2)

＜大会・祝賀会・見学会への参加について＞

技術展示出展関係者は，展示会以外はご参加いただけませんので，大会・祝賀会・見学会へ参加ご希望の場合は，

別途ホームページから大会参加のお申し込みをお願いいたします。

（大会参加のお申し込み受付は，７月１日（水）を予定しております）。

＜来場者配布用ガイドブックについて＞

来場者に配布する展示紹介ガイドブックを作成いたしますので，紹介文の作成をお願いいたします。

詳細につきましては，出展団体さまへ別途ご案内いたします。原稿の提出期限は９月中頃を予定しております。

＜出展料金のお支払いについて＞

受付確認後，事務局より請求書を送付いたしますので，下記期限までに所定の口座へお振込みください。

なお，振込先等の詳細につきましては，請求書送付時にご案内いたします。

お支払い期限：令和２年８月３１日（月）

＜出展の取消しについて＞

申込受付確認後の取消しは原則としてお受けいたしかねます。ただし，やむを得ない理由で出展の取消しを

希望される場合は，書面にて事務局へお申し出ください。

なお，出展を取消しされた場合，下記キャンセル料を申し受けます。

【キャンセル料】 10月1日～20日 出展料金の 50％

10月21日以降 出展料金の100%
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火力原子力発電大会

会場レイアウト（案）
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東京国際フォーラム ホールE1内

＊レイアウトは今後変更となる場合があります



火力原子力発電大会

小間仕様

・展示パネル スタンド式パネル：W1800mm×H2100mm

※画鋲，ピンは使用可能です。

※展示物が落下するおそれがございますので，

テープ類（弱糊テープ，両面テープ）は

原則，使用不可です。

・テーブル （W1800mm×D900mm 白布掛け）

※耐荷重は40kg/台となります。

※画鋲，ピンは使用不可です。

※テープ類については，弱粘着性のものでお願い

いたします。

・社名板 （W1200mm×H200mm 黒ゴシック表記）

・１００V ５００W電源タップ（2口）

※電源コンセントの変更については，別途，有料

でご手配可能です。

●床および壁等への直接施工は禁止されています。

●電源コンセントの変更他，展示に関する注意事項につきましては

９ページをご参照ください。

【基礎小間】
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社名板

テーブル（白布掛け）

W1800×D900

展示パネル

W900×H2100 2枚

W1200×H200スポットライト2台

100

1800

900
100V500W

電源タップ（２口）

1小間 ： 開口1.8m×奥行1m×高さ2.1m



火力原子力発電大会

展示スケジュール（予定）
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時　間 9 148 10 11 12 13 15 16 17

（展示当日）

11月26日
（木）

（展示前日）

11月25日
（水）

搬 入・設 営

13：00～17：00

展 示 会 期

9：00～17：00

搬入・設営

8：00～

9：00

撤収・搬出

17：00～

18：00



火力原子力発電大会

◆前日搬入の場合

搬入・設営：1１月２５日(水) １３:00～17:00 搬出： 1１月２６日(木) 1７:00～1８:00

◆当日搬入出の場合

搬入・設営：1１月２６日(木) 8:00～ 9:00 搬出： 1１月２６日(木) 1７:00～1８:00

＜注意事項＞

・地下2階荷捌場から搬入していただきます。

・荷捌き場の天井高は3.5mですので、高さ3.5ｍ以上の車両は入場できません。

・地下2階荷捌場へ入場するには「搬入・搬出車両証」が必要となりますので、事前に利用者，運送会社名，

車種，積載量，台数等をご報告いただきます。

・搬入出時間は事務局にて調整の上、決定いたします。

・留め置きはできませんので、搬入、積み込みが終わりましたら移動してください。

・出展物の運搬は，地下2階荷捌場から台車および手運びにて行ってください。

※台車は，出展社様にてご用意ください。

・荷解き作業は自社小間内で行い，梱包材料・空箱等は展示台下のスペースに保管してください。

・会期中の出展物の搬入搬出は原則として禁止します。必要が生じた際は事務局へご連絡ください。

・搬入，搬出，設営，撤去時に生じた残材，廃棄物および開催時の配布物の残りは出展団体様，施工業者様が

責任をもってお持ち帰りください。また、会場での処分は出来ません。終了後，放置された場合は処理費用を

請求させていただきます。

搬入・搬出(1)
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1．お車で搬入出を行う場合

※休憩室他詳細につきましては，別途出展団体さまへご案内いたします。



火力原子力発電大会

搬入・搬出(2)
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2．一般の宅配便業者を利用する場合

◆荷物は，“1１/２６ 火力原子力発電大会「ホールE１」”と明記のうえ、1１月２５日(水) 1３:00～17:00

到着指定で，ご発送ください。

・展示会事務局にて代理で受領し，展示会場に保管いたします。

※必ず日付指定でご発送ください。指定日以外に到着したものは，お受け取りできませんのでご注意ください。

※破損，紛失の責任は負いかねますのでご了承ください。

※当日可能な連絡先を必ずご記入ください。

・荷解き作業は自社小間内で行い，梱包材料・空箱等は展示台下のスペースに保管してください。

・荷物の返送については，展示会事務局で事前に宅配便業者を手配いたします。（着払いのみ）

※1１月２６日(木)1８時00分までの梱包完了をお願いいたします。

※休憩室他詳細につきましては，別途出展団体さまへご案内いたします。



火力原子力発電大会

展示に関する注意事項(1)
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１．電気工事

・基礎小間は，100V500W電源タップ（2口）をご用意しています。

それ以外の仕様をご希望の場合は，別途，有料でご手配させていただきます。

２．レンタル品

・ブース内で使用する各種レンタル品をご希望の場合は，別途，有料でご手配させていただきます。

３．小間内装飾

・装飾業者を使用する場合は，事前に展示会事務局へ申請してください。

・小間内装飾は消防法に基づいて行ってください。

・装飾資材は防炎処理済みの品を使用し，防炎シールを貼ってください。

・会場施設に鋲，アンカー，釘，ガムテープ，糊等の直接工作はできません。

・カーテン，じゅうたん等を使用される場合は，防炎加工済のものを使用してください。

・造形物を天井張りすること，屋根を設けることはできません。

・会期中に消防署の査察が入ることがありますので，指導を受けた場合には造作物の撤去を

お願いすることがあります。

※上記１～３の各種申請方法等詳細につきましては，別途出展団体さまへご案内いたします。



火力原子力発電大会

展示に関する注意事項(2)
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４．会場管理

・展示会事務局は設営時を含め会場内の管理を行いますが，天災，火災，盗難等により被った損害，賠償の

責任を負いません。

・小間内の管理は出展団体さまが行うものとし，主催者・展示会事務局は一切の責任を負いません。

５．その他

・スピーカー，マイクなどのＡＶ機器によるプレゼンテーションを行う際は，周辺ブースの迷惑にならない

よう十分配慮してください。

またワイヤレスマイクの使用は禁止とさせていただきます。

・自社小間以外でのパンフレット等の配付はできません。

・危険物の持ち込み等下記の行為は禁止させていただきます。

①指定場所以外での喫煙

②裸火（炎や火花を発生させる施設・ニクロム線等の露出した電熱器・石油ストーブ等）の使用

③石油液体ガス・高圧ガスの持込み

④危険物（ガソリン・灯油・マシン油・コンプレッサーオイル等）の持込み

⑤危険物品（核燃料物質・火薬類等）の持込み

※上記以外で危険物と思われるものについては事務局にご相談ください。



火力原子力発電大会

その他注意事項
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１．喫煙所について

・喫煙所は，地下１階にありますので利用ください。

２．会場・会期・開場時間の変更

・やむを得ない事情により会場，会期および開場時間を変更する場合があります。

この変更を理由として出展申込を取り消すことはできません。

また，これによって生じた損害は補償いたしかねます。

３．会場内汚損および破損時の原状復旧について

・重量物の展示や装飾機材の搬入出作業において，施設内外を汚損又は毀損した場合は，出展団体様の負担

で現状復旧を行っていただきますので，ご了承ください。



火力原子力発電大会

お申し込み・お問い合わせ先（事務局）

一般社団法人 火力原子力発電技術協会

担当：三股（みつまた）

〒105-0014

東京都港区芝2丁目31番15号 北海芝ビル5階

TEL（03）3769-3090 ／ FAX：（03）3769-3093

E-mail：taikai@tenpes.or.jp

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日除く）

※FAX・E-mailは随時受け付けておりますが，返信等は上記受付時間内とさせて

いただきますので，予めご了承願います。
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火力原子力発電大会
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氏名（ふりがな） （ ）

会社・団体名

部 課 名

所 在 地
〒

電話番号

FAX番号

E-mailアドレス

お申し込み日 令和２年 月 日

【お申し込み者】（連絡責任者）

出展予定内容

※ご記入いただきます個人情報は，本展示会に関する業務にのみ使用させていただきます。

【お申し込み先】
一般社団法人 火力原子力発電技術協会 総務部

E-mail：taikai@tenpes.or.jp   FAX：(03)3769-3093

令和２年度創立70周年記念火力原子力発電大会

『技術展示』出展申込書

お申し込み小間数 小間


