
◆後援（予定）

経済産業省、東京都、江東区、全国楽器協会、一般社団法人 音楽電子事業協会、
公益財団法人 音楽文化創造、一般社団法人 全日本吹奏楽連盟、株式会社 東京ビッグサイト

◆協賛（予定）

一般社団法人 日本オーディオ協会、一般社団法人 日本レコード協会、
一般社団法人 日本映像ソフト協会、NAMM（国際音楽製品協会）、ムジークメッセ

◆協力（予定）

音楽雑誌各社

◆主催
日本楽器フェア協会

◆運営
2016楽器フェア運営委員会、音知会

日本楽器フェア協会
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-21 楽器会館3F   TEL.03-5298-7450    FAX.03-5298-7457
E-Mail.  mifa@sepia.ocn.ne.jp    http://www.musicfair.jp/

2016年11月4日M・5日N・6日H
東京ビッグサイト 西1・2ホール

楽器と音楽、音をトコトン楽しもう！！

出展のご案内



楽器フェアは、楽器や楽器関連商品を一般来場者向けに多数展示・体験・販売を行う「世界最大の楽器コン
シューマーショー」です。
2016楽器フェアは、楽器のみならず、音楽に関連するすべての楽しさを追求するイベントとして展開し、

楽器以外の音楽領域まで拡げて来場を促進することで、楽器に触れる人口の増加を目指して参ります。
楽器初心者から音楽経験者、ジュニア層からシニア層まで、幅広いターゲットに対し、音楽や楽器の魅力

や楽しさを伝え、知っていただくことができるイベントとなるよう、様々な新しい取り組みを企画中です。
貴社、貴店をアピールする絶好の場となるよう、さらなる来場者数の増加、とりわけ新たに楽器を始める

来場者の増加を通じ、楽器業界の活性化につなげて参ります。

◆会場
東京ビッグサイト　西1・2ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

◆イベント（セミナー）会場
レセプションホール A・B、アトリウム、会議棟 会議室101-104
TFTホール 1000・500・300、中2階付帯会議室（予定）

◆会期
2016年11月4日（金）・5日（土）・6日（日）

◆準備日
2016年11月2日（水）・3日（木・祝）

◆開場時間
11月4日（金）：10：00〜20：00
11月5日（土）：10：00〜18：00
11月6日（日）：10：00〜17：00

◆主催
日本楽器フェア協会

◆運営
2016楽器フェア運営委員会、音知会

◆入場料
1,500円（前売1,200円）消費税込、高校生以下、70歳以上無料

◆動員対象
国内外楽器演奏者、音楽団体、音楽研究団体、音楽教育者、
音楽学校生、楽器業者、一般ユーザー

◆広報宣伝（予定）
テレビ、ラジオ、音楽雑誌、楽器店店頭、
ホームページ、Facebook、Twitter、動画配信、その他

◆楽器フェアホームページ
http://www.musicfair.jp

＊見所の詳細は2016年7月より開始します。

●中2F 会議室／セミナールーム●西1・2ホール

●西1ホール

●西ホール アトリウム

開催要項

♪

2014年に東京ビッグサイトに場所を移した“楽器フェア”。
世界最大のコンシューマーショーを目指して新機軸を打ち出し、

来場者数は4万人を超え、大成功を収めました。

会場の溢れんばかりの熱気から感じたことは、
音楽が好き、楽器が好きな幅広い年齢層が、

憧れのアーティストや、見たことがないような楽器に出会い、
みんなが、とびっきりの笑顔になったこと。

ネットを見るだけでは伝わらない「音楽の楽しさ」「楽器の魅力」を
再発見するためのリアルな場。

弾く、聴く、見る、創る、買う...
音楽が好きな人、楽器が好きな人が集まって、みんなでトコトン楽しむ、

それが、2016楽器フェアです。

楽器と音楽、音をトコトン楽しもう！！

●東京ビッグサイト全体図
TFTホール

♪Webサイトを中心とした
情報発信の強化

楽器フェアを全国へ中継
楽器フェアの様子をリアルタイムで全
国へ発信することを企画しています。

全国の小売店の店頭を、楽器フェアの
サテライト会場にすることで、小売店
様への会期中の誘導が実現するような
取り組みを想定しております。

♪
トレードショーの要素を強化

楽器フェア来場のお客様を、出展
される販売店様の店頭へ誘導する
企画を検討しています。

例）2016楽器フェアの当日入場パスが、
開催以降に特別購入特典のクーポンと
して活用可能！

販売店様向け
販促企画♪

楽器とは直接関係がなくとも、
「音楽」というキーワードで親和性
が高いイベントやコンテンツとコ
ラボ企画の展開を企画しています。
これにより、既存の楽器フェア来
場者ではない、新たな来場者層の
獲得を目指して参ります。

他イベントや
コンテンツとコラボ企画

♪

出展プランの拡充
より多くの楽器や楽器関連商品
の情報をご来場者に提供するこ
とを目的とし、小規模展開をさ
れていらっしゃる企業様向けの
リーズナブルな小間をご用意す
るなど、出展メニューの拡充を
致します。

♪

ココがポイント!!

2016楽器フェアを出展者様の「商談
の場」として活用していただけるよう、
バックアップを行う施策を検討してい
ます。多くの楽器業界関係者が来場さ
れる楽器フェアのトレードショーの要
素を、2016楽器フェアは強化して参
ります。

より多くの情報をタイムリーかつ効果的
に告知できるように、公式Webサイト、
Facebook、Twitterなどのソーシャル
メディアの発信を強化して、来場者の増
加を目指して参ります。また、音楽関連
のメディアやサイトとのタイアップ企画
なども検討中です。



〈出展対象〉
・R、S小間＝楽器及び関連商品、コンピュータミュージック及び

関連商品、ソフトウェア、楽譜、楽書、音楽専門誌、音楽専門
学校、音楽教室、その他

・CB小間＝楽器工房、カスタムビルダー、音楽スタジオ、音楽
専門誌など

＊初回出展の場合は審査がございますので、以下の書類を
ご用意下さい。
・出展申込書
・会社経歴書（会社案内）
・出展予定商品の資料（カタログ、写真等）

〈小間の形状〉
① 1〜5小間の場合（単列方式）

② 4小間 及び 6小間以上（複列方式または独立小間）

③ 12小間以上〈B（ブロック）小間〉

＊1〜3,5小間は単列小間になります。

＊4小間でお申込みの場合は、単列または複列の何れかになります。
但し、複列の場合は独立小間になる場合があります。

＊4小間以上でお申込みの場合は、複列または独立小間になります。

＊B小間・独立小間の場合、申込小間総面積のスペース渡しになる
場合があります。

＊単列小間は、1辺〜3辺が他社と接する場合があります。

＊申込み締切後、運営委員会において審議し、会場の収容力が不
足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数
より削減して割り当てる調整を行うことがありますのでご了承
下さい。

〈小間タイプ〉

〈展示エリア小間料金〉

＊お申し込み小間数の制限を従来の2小間から3小間までとします
が、R小間と一緒に申し込んだ場合、場所が離れます（小間の形
状ごとで小間レイアウトを行います）。

＊また、出来るだけカテゴリーを揃えるようにいたしますが、集ま
まった小間数により必ずしもご希望のカテゴリーに入りませんの
でご了承下さい。

＊CB小間ブースでの小間内イベントは禁止とします。

＊CB小間はCB小間専用の所定の場所に設置するため、ご希望の
カテゴリーゾーンより外れる場合があります。

＊CB小間は他の小間との組合せはできません。

●R小間

●S小間

●CB小間

小間タイプ　　　　　　1小間料金（税込 8％）

・R小間                      350,000円（税込 378,000円）
（3,960㎜×2,970㎜×2,700㎜／約12㎡）

・S小間                      200,000円（税込 216,000円）
（3,960㎜×1,485㎜×2,700㎜／約6㎡）

・CB小間                   100,000円（税込 108,000円）
（2,000㎜×1,500㎜×2,700㎜／3㎡）

・ブロック小間            338,000円（税込 365,040円）
Ｒ小間（約12㎡）×12小間以上

12小間の場合

8小間の場合

展示エリア 出展要項 〈早期割引について〉
＊2016年3月31日（木）までの展示エリアの出展お申込みには、

大変お得な早期割引をご用意いたします。

＊R小間×12を早期割引でお申込み頂きますと、R小間基本料金
に比べて、単価20,000円（税抜）、総額240,000円（税抜）の
お得となります。

＊S小間、CB小間には早期割引がございません。

〈小間高さ制限〉
＊1小間〜5小間＝2.7m以下

＊6小間〜11小間＝通路及び基礎パネルより1m、セットバック
した場合は3.6mまで可能。それ以外の場合は2.7m。

＊Ｒ小間12小間以上（B小間）は全面高さ5ｍまで上げることが可
能です。

＊2階建て構造は、すべて禁止といたします。

※お問い合わせは㈱ムラヤマまで。

〈小間内イベント等の音量規定〉
＊小間境界線より1m外側の地点で80デシベルを超えないように

して下さい。

＊小間内イベントの注意事項については「出展の手引き」でご案内
いたします。

・R小間        通常料金  350,000円（税込 378,000円）

                  早期割引  340,000円（税込 367,200円）

・ブロック小間   通常料金  338,000円（税込 365,040円）

                  早期割引  330,000円（税込 356,400円）

a
a

(R12小間以上) 4小間 6小間

＊照明や備品等をセットにしたパッケージブースプランをご用意しました。
R小間とCB小間のみの対応となり、R小間は2小間まで可能です。

:
500W

●TYPE-2

●TYPE-1

・CB小間パッケージブースプラン料金
145,000円（税込 156,600円）

〔CB小間パッケージ内容〕
カーペット（黒/赤/青/グレー/緑より選択）、
壁面カラーシート貼り（黒/赤/青/黄/緑より
選択）、社名表示（スチレンボード+出力貼
り）、スポットライト（100w）×2、コンセ
ト×1（500wまで）

＊電気使用料が含まれています。

●TYPE-CB1

パッケージブースプラン

:

〔R小間パッケージ内容〕
サイド/バックパネル及びパラペット一式、パンチカーペ
ット（赤/青/グレー/緑より選択）、社名表示（スチレンボ
ード+出力貼り）、蛍光灯×2（TYPE-2は4）、スポットラ
イト×2（TYPE-2は4）、2口コンセント×1（合計1kw
まで）、受付カウンター×1、パイプイス×1、会議用テー
ブル（白布付き）×1、カタログスタンド（A4、12段）×1

＊合計1kwまで電気使用料が含まれています。必要に応じ
て追加工事を承ります。

＊角小間の場合は、通路に面する2方向がパラペットになり
ます。

・R小間パッケージブースプラン料金
（1小間）420,000円（税込 453,600円）（R小間×1 イメージ）

（R小間×2 イメージ）
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※お問い合わせは㈱ムラヤマまで。

注）S小間について

注）CB小間について

1.0m

1.0m



〈共同出展について〉
＊共同出展につきましては日本楽器フェア協会までご相談下さい。

〈小間料金に含まれるサービス〉
① 単列小間の基礎パネル（システムパネル）
・バックパネル（平面の面となる部分）
・サイドパネル（他社と隣接する面となる部分。なお、角小間の通

路側の再度パネルは設置しません。
・パラペット（小間前面300㎜幅）
・社名板（日本語、英語両方で表示）

＊CB小間はサイドパネル、パラペットはありません。

② 基礎電源工事
・1小間あたり容量1kwまでの単相100Vまたは200V電源

③ 公式ガイドブック
・日本語・英語による出展者一覧、会場案内図、イベント案内

等を掲載します。

④ 出展者バッジ、入場券

〈出展対象〉
＊楽器及び関連商品、コンピュータミュージック及び関連商品、

ソフトウェア、楽譜、楽書、音楽専門誌、その他

〈販売エリア小間料金〉

＊「土間渡し」をご希望の場合は、日本楽器フェア協会までご相談
下さい。

＊何れの場合も、高さ制限は2,700㎜となります。

＊小間の割り振りによっては、ご希望のカテゴリーより外れる場
合がありますので、ご了承下さい。

〈小間料金に含まれるサービス〉
① 社名板（日本語、英語両方で表示）

② 電気コンセント（H小間のみ）1個/2口（0.5kw）

③ 公式ガイドブック
・日本語・英語による出展者一覧、会場案内図、イベント案内

等を掲載します。

④ 出展者パス、招待券

〈特記事項〉
＊販売ブースでの小間内イベントは禁止とします。

＊当日の売上金などは、販売した参加店にて管理をして頂きます。

＊販売時、その後のトラブルが生じた場合は、全て参加店の責任
にて処理をお願いいたします。

＊クレジットカード、ショッピングローン（信販）が利用できるよ
う、会場内に信販カウンターをご用意する予定です。ご利用に
際しては、信販会社との契約が必要です。また、金利につきま
しては、設定されたものをご使用頂きます。詳細につきまして
は、改めてご案内いたします。

小間タイプ　　　　　　1小間料金（税込 8％）

・H小間（会員料金）    150,000円（税込162,000円）
・H小間（一般料金）    170,000円（税込183,600円）

（3,960㎜×1,980㎜×2,700㎜／約8㎡）
＊会員とは全国楽器小売商組合連合会 会員を指します。

●H小間
レイアウト例

販売エリア 出展要項

〈お申込みから会期までのスケジュール〉

〈出展お申込みについて〉
＊所定の申込書に必要事項をご記入の上、日本楽器フェア協会ま

でご郵送下さい。なお、FAXにて申込書をお送り頂いた場合に
つきましても、必ず原本は郵送して下さい。

〈申込書の提出期限〉
2016年4月30日（土）

〈申込先〉
日本楽器フェア協会

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-21 楽器会館3F
TEL.03-5298-7450  FAX.03-5298-7457
E-Mail.  mifa@sepia.ocn.ne.jp
http://www.musicfair.jp/

〈協会ホームページ参加料〉
＊近年、ホームページから情報を得る来場者が激増しています。

全出展者は協会のホームページに参加して頂きます。

協会ホームページ参加料 10,800円/社（税込）

〈申込金・出展料納入先〉
＊2016年5月31日（火）までに使用希望小間料金の半額を納入し

て下さい。4月1日より、半額の請求書を発行いたします。全
額納入をご希望される場合は、出展申込書のチェック欄に○印
をして下さい。全額の請求書を発行いたします。出展は納入を
もって正式申込みといたします。

〈出展の取消〉
＊出展者の都合により、出展を取り止める場合は、書面にて主催

者に出展取消を申し出て下さい。

・4月30日（消印有効）までの取消 解約金 0円
・5月1日〜5月31日（消印有効）までの取消 小間料の25%
・6月1日以降の取消 小間料全額

＊なお、払戻金から振込手数料を差し引かせて頂きます。また、
払い戻しはフェア終了後に行います。

〈出展商品目録〉
＊出展商品は、小間割の際の検討資料、並びに主催者が作成する
「2016楽器フェア公式ガイドブック」「協会ホームページ」の

資料になりますので、必ず全項目に記入して下さい。提出後、
出展商品内容に変更が生じた場合は必ず主催者にご連絡下さい。
連絡なしに、出展商品目録に記入されていない商品を出品する
ことはできません。

〈出展小間料金以外の経費〉
＊下記の経費は出展小間料金に含まれておりません。

① 基礎パネル以外の小間装飾

② 基礎電源設備以外の電源設備
・RとB小間＝1小間あたり単相1kw、S・CB・H小間＝1小間あ

たり0.5kwを超える電源または三相200Vの電源を申し込まれ
る場合の電気工事費。

③ 電気使用料
・出展者の申込電源容量に応じて、下記の電気使用料をご負担頂

きます。

電気使用料　＠2,160円/kw（税込）

④ 有料作業代
・搬入期間及び会期中、無料規定時間を超えて作業を行う場合は、

有料作業代をご負担頂きます。

⑤ 前売券・出展者パスの追加
・無料配布分以上の枚数を希望される場合は、出展者の申込みに

より、下記の価格で追加配布いたします。

出展者パス（会期中有効）    2,000円/1個
前売券（1日有効）              1,000円/1枚

〈有料オプション〉
＊机、白布、パイプ椅子、メッシュパネル等をオプションでご用意

できます。詳細につきましては、別途「備品申込書」にてご案内
いたします。

〈イベント会場・会議室について〉
・イベント会場（予定）＝会議棟レセプションホールA・B、TFTホ

ール 1000・500・300（注：展示会場内に設置するイベント
会場は、含まれておりません）

・会議室（予定）＝西1・2ホール中2階諸室、会議棟6F会議室
（注：西1・2ホール中2階諸室については、セミナー・クリニッ
クなども可能とします）

※イベント会場、会議室につきましては、後日ご案内を予定してお
ります。使用ご希望の場合は、出展申込書の「イベント会場・会
議室のご使用について」に○印をしてください。後日資料をお送
りいたします。

〈申込小間の決定〉
＊申込み締切後、日本楽器フェア協会、並びに運営委員会が展示構

成等を考慮した上で、厳正な割り振りを行います。申込みの状況
により、ご希望通りの小間数を割り当てできないこともあります
ので、予めご了承下さい。

＊正式決定は、第1回出展者説明会（7月開催予定）で発表いたしま
す。主催者の同意なく自社の小間を他社に譲ったり、他社と一緒
に使用することはできません。

＊なお、期日（2016年5月31日）までに申込金の納入がなされ
ていない出展者については、割り振りを行いません。

●H小間

展示エリア 販売エリア （共通）

2月24日（水） 出展申込み 受付開始

3月31日（木） 展示エリア 早期割引 締切（消印有効）

4月1日（金）〜 申込金の請求書発行

4月30日（土） 出展申込み締切、アウトレットモール申込み締切
音楽教室出展申込み締切（消印有効）

7月（予定） 第1回 出展者説明会

7月下旬 申込残金、ホームページ参加料、
その他諸費用の請求書発行

9月（予定） 第2回 出展者説明会

12月（会期後） 会期中に発生した費用のご請求

（出展の手引き/提出書類、会場図面、小間番号表、ホーム
ページ登録のご案内、ホームページバナーの申込み、宿泊
施設案内、ロゴ清刷、その他必要書類の配布）

（出展者パス、招待券、事前告知フライヤー、搬入出用リボ
ン、車用ステッカー、ポスター、その他必要書類の配布）

小間タイプ　　　　　　出展者パス　　　　招待券
（会期中有効）             （1日有効）

・H小間                     3個/小間         5枚/小間 
＊H小間は出展者パスを従来の2枚から3枚に増やしました。

＊より多くの楽器や楽器関連商品に向けた小規模展開の「G小間」を新たにご用意いたしました。
展示エリア、販売エリアのどちらでも出展可能です（ご希望エリアの申込書でお申込み下さい）。G小間のご案内New

③ 出展者パス、招待券〈出展対象〉
＊音楽雑貨、アクセサリー、楽器パーツ、オーディオ、

ライティング関連、楽器製作者、楽器工房

〈販売エリア小間料金〉

〈小間料金に含まれるサービス〉
① 社名紙（日本語、英語両方で表示）
② 公式ガイドブック
・日本語・英語による出展者一覧、会場案内図、イベント

案内等を掲載します。

パイプ椅子×2脚

会議テーブル（W1500×D600）

社名紙

小間タイプ　　　　　　　1小間料金（税込 8％）

・G小間                  60,000円（税込64,800円）
（1,500㎜の長机×1本、椅子×2脚／約3㎡）

小間タイプ　　　　　　出展者パス　　　　招待券
（会期中有効）             （1日有効）

・G小間                     2個/小間         3枚/小間

●G小間

小間タイプ　　　　　　出展者パス　　　　招待券
（会期中有効）             （1日有効）

・R小間、B小間           6個/小間       10枚/小間

・S小間                     3個/小間         5枚/小間

・CB小間                   2個/小間         3枚/小間

〈特記事項〉
＊小間内イベントは禁止とします。

＊販売エリアに出展の場合は「販売
エリアの特記事項」に準じます。



●水上バス
日の出桟橋（JR浜松町駅 徒歩約７分）← 30分 → 東京ビッグサイト
※不定期運航のため、東京観光汽船のHPでご確認下さい。

●都心方面から
首都高速11号台場線・レインボーブリッジ経由 → 台場出入口から約5分

●横浜・羽田方面から
首都高速湾岸線 → 臨海副都心出入口から約5分
首都高速10号晴海線 → 豊洲出入口から約5分

●千葉・葛西方面から
首都高速湾岸線 → 有明出入口から約5分
首都高速10号晴海線 → 豊洲出入口から約5分

＊駐車場の台数や料金などは下記でご確認頂けます。
http://http://www.bigsight.jp/access/parking/information/

●りんかい線
「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
大崎駅（JR） ← 13分→ 国際展示場駅 ← 5分→ 新木場駅（JR、東京メトロ）
※ 大崎から新宿・大宮方面へ、JR埼京線相互直通運転
渋谷（約20分）、新宿（約25分）、池袋（約31分）、大宮（約56分）、川越（約78分）

●ゆりかもめ
「国際展示場正門」 駅下車 徒歩約3分
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）← 22分 → 国際展示場正門駅
豊洲駅東京メトロ） ← 8分 → 国際展示場正門駅

●都営バス
東16系統：東京駅八重洲口（豊洲駅前経由）← 約40分 →東京ビッグサイト
※豊洲駅 ← 約15分 → 東京ビッグサイト
都05系統：東京駅丸の内南口（勝どき駅前経由） ← 約40分 → 東京ビッグサイト
門19系統：門前仲町（豊洲駅前経由）← 約30分 → 東京ビッグサイト

●空港バス（リムジンバス・京急バス）
羽田空港 ← 約25分 → 東京ビッグサイト
成田空港 ← 約60分 → 東京ベイ有明ワシントンホテル（下車 徒歩約3分）
※イベント開催時のみ運行の便もありますので、ご確認下さい。

●その他バス
kmフラワーバス：浜松町駅 ← 約40分 → 東京ビッグサイト
京急バス（直行）：横浜駅東口 ← 約50分→ 東京ビッグサイト

バスで
車で

〈搬入・搬出〉
小間内装飾：11月2日（水）
搬　入　　：11月3日（木・祝）
搬　出　　：11月6日（日）

＊搬入出の時間については、混乱を避けるため、主催者の調整し
たスケジュールに従って下さい。各出展者の搬入・搬出時間は
後日、出展者説明会でご連絡いたします。

〈出展者の責任〉
① 出展者は事務局が請求する出展並びに諸経費の支払いにつき、

その支払いが完了するまでその責を負うものとします。

② 出品物等の輸送及び管理、造形物及びその管理については、日
本で施行されている法律を遵守するものとします。

③ 出展者は搬入開始から会期を経て搬出完了までの全期間につい
て、自社小間で行われる作業や運営に立ち会って下さい。

④ 主催者は、会期中における出展物の管理、保全については、警
備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、天災、
火災、盗難、紛失、その他不可抗力による事故が生じた場合、
その責任を負うことはできませんので、出展者にて独自の管理
を行って下さい。

⑤ 出展者は、出展物の保護に当たると共に、出展者、出展関係者、
第三者、出展物等に事故が発生した場合、損害を補償するため
の保険に加入することをお勧めいたします。その他、必要と思
われる事項についても保険を付す等の措置をお取り下さい。

〈保税出展物の扱い〉
・本展示会は保税展示場の扱いではありません。そのため日本で

の通関は各出展者で然るべき措置を取るようお願いいたします。

〈会場における禁止行為〉
・展示エリアでの販売を禁止します。
・CB小間・販売エリアでの小間内イベントを禁止します。
・その他「出展の手引き」記載事項

〈不可抗力による開催中止〉
・地震・火災等の天災あるいは不可抗力により、展示会開催が不

可能となった場合、事務局は必要経費を差し引いた弁済すべき
残額を出展者に返却します。また、出展者が要した費用につい
ては補償いたしませんので、ご留意下さい。

東京ビッグサイト 周辺路線図

電車で

〈推薦業者〉
● ホテル・交通機関
㈱JTBグローバルマーケティング＆トラベル

「2016楽器フェア」デスク
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル

TEL.03-5796-5446  FAX.03-5495-0785
E-Mail.  mif2016@gmt.jtb.jp
営業時間＝月〜金 10:00〜17：30（祝祭日を除く）

● 基礎・小間装飾（国内/国外）
㈱ムラヤマ　2016楽器フェア担当

担当：植田典子
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

TEL.03-6221-0843  FAX.03-6221-1914

● 基礎・小間内電気工事
飯田電機工業㈱　イベント事業本部 第1事業部

担当：中村聖
〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21

TEL.03-3521-3522  FAX.03-3521-3699

● 搬入・搬出／通関・搬入出（国内/国外）
日本通運㈱　東京北支店　移転・引越事業所　営業課

担当：池田俊介
〒101-0052 東京都千代田区神田和泉町2番地

TEL.03-5833-7235  FAX.03-3863-3471
E-mail.   syua-ikeda@nittsu.co.jp

水上バスで


