
全国楽器協会  楽器フェア事業推進室
〒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.  info@muicfair.jp    http://www.musicfair.jp/

◆後援（予定）

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

◆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、
一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ、NAMM、メッセフランクフルト

◆協力（予定）

音楽雑誌各社

◆名称 『2020楽器フェア』／Musical Instruments Fair Japan 2020

◆主催　一般社団法人 全国楽器協会

◆運営 『2020楽器フェア』運営委員会

出展のご案内
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◎全国楽器協会 会員限定 ディスカウント料金の設定（S小間・各パッケージプラン以外）

◎全出展者に出展者パス、招待券を増量
※詳細につきましてはP.3〜「出展要項」をご確認ください。

企画内容

楽器体験の強化 ♪ 楽器フェア商談会♪

来場者を目的の
カテゴリー別に表示

公式アプリの充実

若年層の来場促進 ♪ 多彩な講演や
セミナー

♪
『2020楽器フェア』ここがポイント！

音楽とミライを奏でる
『2020楽器フェア』

2020楽器フェアに限り、以下の特典をご用意しました！

♪

♪
若年層に人気のアーティストによる

イベント、高校生マーチングバンド

のデモンストレーション、高校軽音

イベントなどさまざまな企画を予定

し、SNSでの拡散を通じて10代の

来場アップを図ります。

10月2日（金）はビジネスデー（業者

日）とし、14時〜18時まで“楽器フェ

ア商談会”を実施します。多くのディ

ーラー様にご来場いただけるよう、業

界向けのセミナー・交流会も企画して

います。

今回より前売チケットが楽器フェア

公式アプリから購入可能。そのほか

クイズ形式のスタンプラリーなどお

楽しみ企画を導入。ダウンロード数

を伸ばし、アプリを通じて出展各社

による情報発信の機会を増やします。

著名なスポーツマンによる「音楽とス

ポーツ」、楽器演奏が脳の活性化に有

効であるという医学的なエビデンス

に基づいた「脳活セミナー」など、音

楽・楽器にまつわる講演やセミナー

を予定しています。

初の試みとして、来場者がどのカテ

ゴリーに興味を持って来場したのか

を識別可能とします。自社ブースで

の効果的なアピールに繋げていただ

けるほか、アプリを使ったアンケー

トも充実させます。

前回の『2018楽器フェア』では“楽器

体験広場”で1,500名もの来場者が楽

器を体験し、大好評でした。今回はさ

らにジャンルを広げて楽器体験コーナ

ーを拡充し、楽器演奏人口の拡大を目

指します。



◆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（予定）
アトリウムステージ、会場内ステージ（複数箇所を予定）、
中2階付帯会議室

◆会期
2020年10月2日（金）・3日（土）・4日（日）

◆準備日
2020年10月1日（木）・2日（金）

◆開場時間
10月2日（金）　業　者　日  14：00〜18：00「楽器フェア商談会」
10月3日（土）　一般公開日  10：00〜18：00
10月4日（日）　一般公開日  10：00〜17：00

◆主催
一般社団法人  全国楽器協会

◆運営
「2020楽器フェア」運営委員会

◆入場料
1,500円（前売1,200円）消費税込、一日券
高校生以下無料（要学生証または年齢を証明するもの）
団体割引：1,000円/名（要15名以上/事前申込み・事前発送）※当日券の対応無し
障害者特別割引：障害者手帳提示の上、500円にて入場可能

（付き添いの人1名まで500円で入場可能）

◆チケット販売
CNプレイガイド、セブンチケット、ファミリーマート、
チケットぴあ、サークルKサンクス、セブンイレブン、
ローソンチケット、全国有名楽器店、楽器フェア公式アプリ（予定）

◆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、一般ユーザーほか

◆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、インスタグラム、Tiktok、動画配信ほか

◆楽器フェアホームページ
http://www.musicfair.jp

●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

●東京ビッグサイト全体図

10月2日は一部施工中ですが、14時より「楽器フェア商談会」を実施します
（展示エリアのみ）。一般の方は入場できません。
※参加ディーラーの申し込み方法、詳細については出展者説明会にてご案内します。
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開催要項



〈出展対象〉
・R、B、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

〈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ください。

〈小間タイプ〉

〈展示エリア小間料金〉

★変更事項
＊CB小間・CB小間パッケージプランは廃止しました。新たにS小間

にパッケージプランをご用意しました。
＊S小間・S小間パッケージプランでの小間内イベントにつきましては、

イベント内容によってはスペースの関係上禁止させていただく場合
がございますので、ご了承ください。

★注意事項
＊S小間はS小間だけでまとめた小間配置といたします。カテゴリー別

の配置はいたしません。
また、R小間とS小間など異なるサイズの小間をお申込みの場合は、
並べて展開することができませんのでご了承ください。

＊S小間、S小間パッケージプランともに2小間までのお申込みが可能
です。

●R小間

●S小間

小間タイプ　　　　　　1小間料金（税込 10％）

・R小間                      350,000円（税込 385,000円）
    ☆全国楽器協会 会員価格：330,000円（税込 363,000円）

（3,960㎜×2,970㎜×2,700㎜／約12㎡）

・ブロック小間            338,000円（税込 371,800円）
    ☆全国楽器協会 会員価格：318,000円（税込 349,800円）

Ｒ小間（約12㎡）×12小間以上

・S小間                      200,000円（税込 220,000円）
（3,960㎜×1,485㎜×2,700㎜／約6㎡）

12小間の場合

8小間の場合

展示エリア 出展要項

注）展示小間についての変更及び注意事項

※全出展者には楽器フェア公式ホームページにご参加いただきます。
〇参加料：11,000円（税込） 出展申込金お支払い時のご請求となります。

※ご注意：別途ホームページ参加料11,000円（税込）を
出展申込金と一緒にお支払いいただきます。
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●TYPE-1

〔S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）、LED蛍光灯×2、ス
ポットライト×2、2口コンセント×1（合計400W
まで）、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500Wまでの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。

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）、LED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900W
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までの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 462,000円）（R小間×1 イメージ）

（R小間×2 イメージ）

※詳細についてのお問い合わせは㈱ムラヤマまで。

〈団体出展について〉
・団体出展ブース（数社集まって出展したい場合）
                            24,000円/㎡（税込 26,400円/㎡）

申込面積は108㎡以上のスペース渡しとします。

①窓口は一か所とし、出展申込み、事務局との連絡、および出展小間
料金の支払いを行ってください。

＊出展に関わるすべて（出展申込み・事務局との連絡・出展料金の支払
い・施工物申込み）は、窓口を一か所とさせていただきます。

②出展申込み後、事務局より「出展者登録書」をメールにてお送りしま
すので、必要事項を記載の上、ご返信ください。

（全参加者名を連名にてリスト等に記載することができます。）

③エリア内部レイアウトは、申込者がその他参加社と協議の上行って
下さい。レイアウト決定後、速やかに図面を事務局へご提出くださ
い。図面展開は必ずお申込エリアの範囲内でお願いします。

④スペース内にイベント会場を設置する場合、会場内であることを考
慮し音量については、会場内の規定ルールを厳守ください。（規定ル
ールの詳細は「出展マニュアル」にてご案内いたします）

⑤楽器フェア公式ホームページのID・PASSの発行は1つとなります。
従って登録料は1社分の金額（11,000円）となります。

〈早期割引について〉
＊2020年2月20日までの展示エリアの出展お申込みには、たいへん

お得な早期割引をご用意いたします。（R小間・B小間のみ適用）

・R小間        通常料金  350,000円（税込 385,000円）

                  早期割引  340,000円（税込 374,000円）

・ブロック小間   通常料金  338,000円（税込 371,800円）

                  早期割引  330,000円（税込 363,000円）
a

a

(R12小間以上)
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※ご注意：別途ホームページ参加料11,000円（税込）を
出展申込金と一緒にお支払いいただきます。

・R小間        通常料金  330,000円（税込 363,000円）

                  早期割引  320,000円（税込 352,000円）

・ブロック小間   通常料金  318,000円（税込 349,800円）

                  早期割引  310,000円（税込 341,000円）

a
a

(R12小間以上)

☆全国楽器協会 会員価格

※S小間には早期割引はございません。

＊照明や備品等をセットにしたブースプランです。出展品だけの持ち込みで簡単にブースが完成
します。CB小間パッケージプランは廃止し、S小間パッケージプランを新設しました。
※ご注意：パッケージブースプランには会員価格および早期割引の適用はございません。

・S小間パッケージブースプラン料金
250,000円（税込 275,000円）

●TYPE-S
3960

14
85

（S小間×1 イメージ）



〈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

ください。

＊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。

〈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

のサイド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）

② 基礎電源工事
・1小間あたり容量　R・B小間＝1kW/小間（100V）、Ｓ小間＝

0.5kW/小間（100V）、団体小間＝9kW/108㎡より12㎡ごとに
1kW増（端数は切り上げ）

＊電気コンセントは含まれません。

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、入場券
・「2020楽器フェア」に限り、出展者の皆様にお配りする出展者パ

ス・招待券を下記枚数に増量します。

＊団体出展ブースにつきましては、お申込み面積から小間数を
算出し枚数を決定します。

〈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〉
＊2020年2月20日までの出展申込みには、たいへんお得な早期割引

をご用意いたします。

＊土間渡しをご希望の場合は楽器フェア事業推進室にご相談ください。

＊いずれの場合も、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、ご了承ください。

〈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 基礎電気工事：1小間あたり容量0.5kW（100V）、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
・「2020楽器フェア」に限り、出展者の皆様にお配りする出展者パ

ス・招待券を下記枚数に増量します。

〈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いただきます。

＊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
対応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
れたものをご使用いただきます。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 10％）

・H小間（通常料金）    170,000円（税込187,000円）
     ☆全国楽器協会 会員価格：163,000円（税込179,300円）
・H小間（早期割引）    150,000円（税込165,000円）
     ☆全国楽器協会 会員価格：143,000円（税込157,300円）

（3,960㎜×1,980㎜×2,700㎜／約8㎡）

●H小間
レイアウト例

販売エリア 出展要項

●H小間

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枚a5枚/小間 5枚a7枚/小間 

小間タイプ　　　　　　出展者パス　　　　招待券
（パッケージプラン含む）          （会期中有効）             （1日有効）

・R小間、B小間    6枚a8枚/小間  10枚a12枚/小間

・S小間               3枚a5枚/小間   5枚a 7枚/小間

4小間 6小間
1.0m

1.0m

※ご注意：別途ホームページ参加料11,000円（税込）を
出展申込金と一緒にお支払いいただきます。
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※全出展者には楽器フェア公式ホームページにご参加いただきます。
〇参加料：11,000円（税込） 出展申込金お支払い時のご請求となります。



〈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〉
＊楽器フェアホームページよりお申し込みください。

http://www.musicfair.jp/

＊初回出展で審査を必要とする場合につきましては、事務局よりご連
絡いたしますので、以下の書類をご用意ください。

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）

〈共同出展について〉
＊必ず1社代表する会社を決めていただき、代表社がお申込ください
（窓口は1か所とする）。また共同出展されるそれぞれの会社につき
まして、以下の情報をご連絡ください。
出展する会社名、住所、連絡先（TEL）、URL、出展物など

ご注意：『2020楽器フェア』では、R小間・B小間・H小間に全国楽
器協会会員価格の適用がございます。共同出展される場合の会員価
格については、会員会社が全体の半数以上の場合に適用されます。

〈お申込みの締切〉
2020年3月31日（火）

〈申込金について〉
＊一般社団法人 全国楽器協会 楽器フェア事業推進室が発行する請求書

に基づき、2020年5月20日（水）までに使用希望小間料金の半額を
納入してください。3月1日より半額の請求書を発行します。

＊全額納入を希望される場合には、出展お申込みフォーマットのチェ
ック覧にチェックを入れてください。

＊出展は入金をもって正式申込みといたします。

〈楽器フェア公式ホームページについて〉
＊全出展者は楽器フェア公式ホームページに参加いただきます。団体

出展・共同出展の場合は代表1社分の参加料となります。

公式ホームページ参加料 11,000円/社（税込）

＊WEB担当者様へIDとPASSをお送りします。（6月予定）
入手後できるだけ速やかに出展情報等を掲載し、来場者へのアピー
ルをお願いいたします。

〈補助金制度について〉
＊日本商工会議所、補助金等官庁の支援申請をお考えの場合も、出展

料のお支払いは当協会の規定に準じます。

〈お問合せ先〉
一般社団法人 全国楽器協会 楽器フェア事業推進室

〒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： info@musicfair.jp URL：www.musicfair.jp/

〈諸事項のメール連絡について〉
＊必要事項は出展ご担当者にメールにてご連絡いたします。団体出

展・共同出展の場合は窓口のご担当者にのみご連絡いたしますので、
必要箇所に転送をお願いします。また、同様に社内で情報を共有す
る場合にも窓口は1か所とし、それぞれ転送をお願いいたします。

〈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

展取消を申し出てください。
・3月31日（消印有効）までの取り消し 解約金 0円
・4月1日〜30日（消印有効）までの取り消し 小間料金の25%
・5月1日以降の取消 小間料金全額

＊なお、払戻金から振込手数料を差し引かせていただきます。また、
払い戻しは楽器フェア終了後に行います。

〈出展商品について〉
＊お申込み後、出展商品内容に変更が生じた場合は必ず主催者にご連

絡ください。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・H小間＝1小間あたり0.5

kWを超える電源を申し込まれる場合の電気工事費。
③ 電気使用料
・お申込みの電源容量に応じて、下記の電気使用料をご負担頂きます。

電気使用料　＠2,200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

料作業代をご負担いただきます。
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（税込）
前売券（1日有効）              1,000円/1枚（税込）

〈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。詳細は、出展者説明会（6月）で配付する「出展の手引き」に
てご案内いたします。

〈申込小間の決定〉
＊申込み締切り後、楽器フェア事業推進室、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、
予めご了承ください。

＊会場図面は出展者説明会（2020年6月3日開催）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。

＊期日（2020年5月20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。

〈イベント会場・会議室について〉
＊会議室のお申込み案内につきましては、後日出展ご担当者様へメー

ルにてご連絡いたします。ご案内は4月以降となります。カテゴリ
ー別ステージ等のご案内は出展者説明会にて行います。

展示エリア 販売エリア （共通）

11月22日（金） 出展者募集説明会、出展申込み受付開始

2月20日（土） 展示R・B小間、販売H小間 早期割引 締切（消印有効）

3月31日（火） 出展申込み締切、アウトレットモール、音楽教室
出展申込み締切（消印有効）

5月20日（水） 出展申込金、ホームページ参加料 納入締切

6月3日（水） 出展者説明会

公式ホームページ ID、PASS配布
出展者情報入力・公開開始

6月下旬 申込残金、その他諸費用の請求書発行

8月上旬 出展者パス、招待券、事前告知フライヤー、
搬入出用リボン、車両証、その他必要書類を発送

10月2日〜4日 『2020楽器フェア』開催期間

11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、宿泊施設案内、その他必要書類の配布）

2019年

2020年

6

※お申込金納入の際のご請求となります。

※共同出展＝1つのブースを複数社で使用する場合



●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いただけます。
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） ← 14分→ 国際展示場駅 ← 5分→ 新木場駅（JR、東京メトロ）

●ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」 駅下車 徒歩約3分
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）← 22分 → 東京ビッグサイト駅
豊洲駅東京メトロ） ← 8分 → 東京ビッグサイト駅

●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35分 → 東京ビッグサイト

●空港バス（リムジンバス・京急バス）　※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。
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）

●その他バス
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・搬入：10月1日（木）・2日（金）
搬　出　　　　　：10月4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ください。搬入・搬出時間は、出展者説明会に
て配布いたします「出展の手引き」でご確認ください。

〈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ください。

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ください。

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ください。

〈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。

〈禁止行為〉
＊展示エリアでの販売を禁止します。

＊販売エリアでの小間内イベントを禁止します。

＊小間の転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あ
るいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。 

＊別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展の来場者を当
該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。 

＊その他「出展の手引き」記載事項

その他 注意事項

＊チラシ配布について
出展者による出入り口や通路などの公共の場でのチラシ配布は事故にもつながります
ので、禁止行為とします。自社ブース内での実施をお願いいたします。

＊小間割り完成後（図面配付後）の小間位置の変更は
原則として受け付けません。
やむを得ない理由で変更がある場合には、手数料が発生することがあります。

＊開場時間内は必ずブースに滞在してください。また最終日終了時間
前の荷造り、梱包、搬出は禁止とします。

〈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、ご留意ください。

東京ビッグサイト 周辺路線図

電車で

水上バスで
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〈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

「2020楽器フェア」デスク
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス

TEL.03-5796-5446  FAX.03-5495-0785
E-Mail.  mif2020@gmt.jtb.jp
営業時間＝月〜金 10:00〜17:00（祝祭日を除く）
＊お申込開始は2020年6月頃より（出展者説明会にてご案内を配布します）

● 基礎・小間装飾（国内/国外）
㈱ムラヤマ　担当：牛島

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
TEL.03-6221-0857  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.03-3521-3524

● 搬入・搬出（国内）
日本通運㈱　移転引越第二営業部 秋葉原事業所 営業二課

担当：本間・六井
〒114-0013 東京都北区東田端2-15-8 NEX田端ビル2F

TEL.03-5901-9428  FAX.03-3893-1009
E-mail：yu-mutsui@nittsu.co.jp

● 搬入・搬出／通関・搬入出（国外）
日本通運㈱　五反田航空支店　営業3課　担当：塩田

〒143-0025 東京都大田区南馬込5-42-18
TEL.03-3778-8274  FAX.03-3778-8264
E-mail.   kea-shiota@nittsu.co.jp


