
 

 

 

 

 

かすがいビジネスフォーラム 2018 

出展者マニュアル 

 

 

 

 

出展者の皆様へ 

 

「かすがいビジネスフォーラム 201８」へのご参加を賜り、誠にありがとうござ

います。 

この出展者マニュアルは、出展に関する注意事項・関連運営事項が記載されており

ます。 

円滑に運営し、参加された皆様によい環境で、スムーズな搬入出・装飾・展示等を

行っていただくとともに、ご来場されるお客様に、より快適に楽しんでいただくた

め、守っていただきたい「ルール」や「手続き」について説明しております。 

関係されるすべての方々がこのマニュアルをよく理解され、徹底していただくよう

お願いします。 

また、出展に関する提出書類は、定められた期日までにご提出いただきますようお

願いいたします。 

 

平成 30 年９月 

春日井商工会議所 

 

※やむを得ず内容を変更する場合がありますのでご了承ください。 



 

 

目  次 

 

１．開催概要 ････････････････････････････ 

２．会場 ････････････････････････････････ 

３．今後のスケジュール ･･････････････････ 

４．ブース仕様 ･･････････････････････････ 

５．駐車場案内図 ････････････････････････ 

６．春日井市総合体育館敷地内図 ･･････････ 

７．１階平面図 ･･････････････････････････ 

８．２階平面図 ･････････････････････････ 

９．注意事項 ･･･････････････････････････ 

10．搬入・搬出について ･････････････････ 

11．会場運営について ･･･････････････････ 

12．飲食品の取り扱いについて ･･･････････ 

13．会期中のご案内／お願い ････････････ 

14．過去の様子 ････････････････････････ 

15．周知・広報のお願い ･････････････････ 

1６．その他 ･････････････････････････････ 

 

１ 

１ 

２ 

２ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

８ 

１０ 

１１ 

１２ 

１４ 

１４ 

１５ 

 

 

 



 

1 

１．開催概要 
（１）開催日時  平成 30 年 11 月 16 日（金）10:00～16:30 

16 日（金）16:45～18:30（ビジネス交流会） 

17 日（土）10:00～16:30 

（２）会  場  春日井市総合体育館 春日井市鷹来町 4196-3 

（３）主  催  春日井商工会議所 

（４）共  催  春日井市 

（５）後  援  中部経済産業局、多治見市、(独)中小企業基盤整備機構、（独）高齢・障

害・求職者雇用支援機構愛知支部、(公財)あいち産業振興機構、中部大学、中日新聞

社、中部経済新聞社、日刊工業新聞社、中部ケーブルネットワーク㈱、春日井市教育

委員会、愛知県立春日井商業高等学校、愛知県立春日井工業高等学校、春日井金融協

会、春日井公共職業安定所 

（６）協  賛  大垣共立銀行、東濃信用金庫、瀬戸信用金庫、十六銀行、愛知銀行、東

春信用金庫、名古屋銀行、百五銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、三重銀行、岡崎信用

金庫 

（７）来 場 者  7,２00 名（前年実績） 

（８）入  場  無料 

 

 

２．会場 
（１）施設概要 

○会  場：春日井市総合体育館 第 1 競技場 第２競技場 

○所 在 地：〒486-0804 春日井市鷹来町 4196-3 

○電  話：0568-84-7101 

○Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.spofure-kasugai.or.jp/sports/gymnasium/ 

（公財）春日井市スポーツ・ふれあい財団サイト：総合体育館 
         

（２）交通アクセス 

○公共交通  

●ＪＲ中央線「春日井駅」より名鉄バス 

「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き 

「総合体育館前」バス停下車  

   ●かすがいシティバス「南部線」で「総合体育館前」バス停下車 ほか 
 

○道路交通 

●名二環（勝川ＩＣ）―国道 19 号多治見方面―「瑞穂通 5」交差点左折 約 2.3km  

●東名高速（春日井ＩＣ）―国道 19 号名古屋方面― 

「春日井インター西」交差点右折約 3km 

 

・シャトルバスは準備しておりませんので、公共交通機関をご利用ください。 

・お車でお越しの方は、出展者駐車場をご利用ください。 

・来場者も同じ駐車場を利用します。出展者はなるべく乗り合わせをお願いいたします。 
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３．今後のスケジュール   ★印は出展企業の必須事項です。 

★ ９月 20 日（木） 出展企業説明会 出展者マニュアルを配布します。 

 9 月下旬 

開催案内パンフレット・

ハガキ、ポスター、を郵

送（１４P） 

開催案内パンフレット、開催案内ハガキ、ポスターを郵

送で配布します。取引先等への来場促進にお役立て下さ

い。 

 10 月 １日（月） 
商工会議所会報折込（開

催案内パンフレット） 
イベントの案内・申込み、出展者一覧を掲載します。 

 10 月１２日（金） 
オプション追加備品申込

締切（１１P） 
「オプション追加備品」希望の方はお申込みください。 

 １０月 26 日（金） 
月刊はるる 11 月号記事

掲載 
表紙・巻頭特集、広告・求人掲載 

 1１月 １日（木） 
商工会議所会議所ニュー

ス記事掲載 
イベント詳細 

★ １１月１４日（水） 搬入日（８Ｐ～10Ｐ） スペシャルブースのみ 

★ １1 月１５日（木） 搬入日（８P～１０P） 搬入は 9：３０からの指定時間内に行っていただきます。 

★ 11 月１６日（金） 
フォーラム初日 

（８P～10Ｐ） 

朝の追加搬入は８：３０から９：１５までです。 

企業プレゼンコーナーで９：30 より開会式を行いま

す。出展者の方は５分前にご集合ください。 

 11 月１６日（金） 
フォーラム大賞審査・ 

表彰式（１２Ｐ） 

審 査 10：30～12：00 対象ブースにて審査 

表彰式 13：15～13：30 企業プレゼンテーションコ

ーナーにて表彰式開催 

 
11 月１６日（金）・ 

17 日（土） 
超！ビジネスマッチング

商談会（１２P） 

希望企業のマッチングシートは金融機関に情報提供済

みです。事務局にて商談スケジュールを組み、開催期間

中に１対１の面談をしていただきます。 

 １1 月１６日（金） ビジネス交流会（１２P） １６：４５から１８：３０までビジネス交流会開催 

★ 11 月１７日（土） フォーラム２日目（９P） 

朝の追加搬入は８：３０から９：３０までです。 

終了後の搬出は１６：３０からの指定時間内に行ってい

ただきます。また、出展者アンケートの提出をお願いし

ます。 

★ 
終了後～ 

１２月下旬 

オプション追加備品使用

料の支払い（１１P） 

アンケート提出（１３P） 

フォーラム終了後、オプション備品をお申込みいただい

た出展者宛てに請求書を送付させていただきます。 

 

４．ブース仕様 

（第１競技場） 

企業展示ブース 間口２２５㎝×奥行２２０㎝×高さ２１２．５㎝  

（側面パネル通路側はなし） 

背面パネル：ビニクロ使用（厚さ３㎝）床面：体育館床に養生シート 

社 名 板：横１２０㎝×縦２０㎝（統一書体）  

 

基 本 備 品：机１本（１８０㎝×４５㎝）ビニルクロス付、いす２脚、 
・ 壁面は穴をあけないでください。画鋲、セロテープは使用可能です。 

・ 社名版はブース背面中心に設置します。（設置を希望されない方はお申し出ください。） 

 

 

 

 

 

 

注意：コンセント２口までは無料ですが、必ず、オプション追加備品申込書にて 

申込み下さい。申込がない場合は開催当日対応できない場合があります。 

   １００V/５A＝電気容量５００W まで         （⇒１１Ｐ） 
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ピクチャーワイヤー（強度は３.0 ㎏まで可）及びＳ字フックを使用

される方は本部にてお渡しします。当日お申し出ください。 

（事前予約不要・無料） 

 

スペシャルブース 

机 1 本（１８０㎝×60 ㎝）ビニルクロス付、背面パネル（横１８０㎝×１５０㎝） 

社名表示：横４２㎝×縦１５㎝（統一書体） 
 

会場内は養生を行ないますが、床を傷つけないよう充分ご配慮ください。 
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出展者駐車スペース 

奥からつめて駐車し、手前には止めないでくださ

い。１５日（木）・１６日（金）・１７日（土） 

搬入出専用スペース 

搬入出時のみ。出展者の

方は駐車しないで下さい。 

 

 

 

かすがいビジネスフォーラム 2018 
１１月１６日（金）・１７日（土） 

５．駐車場案内図 
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６．春日井市総合体育館敷地内図 

 

搬入・搬出口 

搬入・搬出専用スペース 

搬入・搬出時のみ。出展者の方は

駐車しないでください。（荷物の積

み下ろしが終わり次第速やかに車

を移動してください。） 

喫煙コーナー  館外の1箇所のみ 



 

6 

 

 
 

搬入・搬出口 

幅：397cm 

高：220cm 

（２階会議室）への動線 

セミナー・講演会 

 

会場出入口 

企業展示会場 

 

ここからスリッ

パにはき替える 
 

 

トイレ他４ヶ所有り 

 

 

 
出展者休憩室

／食事場所 

 

 

 

  

弁当引渡所・ 

食事場所 

2階へ 

 

 

  

養生シートのない場所へ行くときはスリッパにはき替えてください。 

７．１階平面図 
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大会議室： 

１６日（金）講演会①：名古屋大学 

１７日（土）講演会②：パナソニックエコシステムズ㈱ 

企業展示会場（第１競技場） 

への動線 

第 2競技場 

16日（金） ハローワークセミナー 

        テラ・ラボ講演会 

１７日（土） ドローン体験会 

２階はスリッパはき替えが必要です。 

２階観覧席は、休憩及び食事に使用できます。 

８．２階平面図 
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9．注意事項 
（１）禁止事項 

○会場（第１・２競技場、ロビーの一部を含む）内は養生を行いますので、土足でお入

りいただけます。なお、養生シートが無い場所は、床を傷つけないよう充分配慮し、

体育館シューズ、スリッパなどへはき替えをお願いします。 

○会場内での調理、火気・水道の使用はできません。（主催者に許可を得たものは除く） 

○会場内での調理行為はできません。 

○火災、爆発、その他危険があるものは、会場内へ持ち込まないでください。 

○他人に迷惑を及ぼす行為や、物品を携行しないでください。 

 

（２）出展者名札の着用について 

○名札を各出展者に２つ、駐車場案内図とともに各ブースへ配布します。 

○会期中は名札を必ずお付けください。 

○配布した名札はフォーラム終了後、必ずご返却ください。 

 

（３）主催者は、警備員を配置するなど出展物保護について最善の注意を持って管理に努め

ます。但し、天災地変、盗難、火災、その他不可抗力による損害については責任を負

いません。必要に応じて各社で保険をかけるなど適切な対策を講じてください。 

 スペシャルブースの出展物保護につきましても出展者各自で対応をお願い致します。 

 

（４）出展者は、搬入・搬出、施工、装飾、実演等作業の全般について事故防止策を講じて

ください。 

 

（５）１１月１６日（金）に春日井工業高校、春日井商業高校、春日丘高校生が来場の予定

です。企業研究の一環として各ブースを訪問しますので、対応の程お願いします。 

 

1０．搬入・搬出について 
○搬入出経路、搬入出口は敷地内図（５Ｐ）・平面図（６Ｐ）にてご確認ください。 

○搬入搬出時は駐車場が混雑しますので、搬入出時間は９Ｐのとおり時間指定させてい

ただきます。事故防止に充分ご配慮をお願いします。 

○荷降ろし、積み込み後は速やかに車両を移動してください。 

 

（１）搬 入 １1 月１４日（水）・１５日（木） 

○時間帯 出展者搬入 ９：３０～１７：３０（時間指定） 

※９：３０より前にお越しいただいても搬入できません。 

 

 

 

当日の連絡先 ０９０－１０９９－２６１８ 
（専用携帯のため、搬入日以外は不通です） 



 

9 

 

（２）追加搬入の開放（搬入専用スペース【体育館西側駐車場 ４Ｐ・５Ｐ】） 

○１１月１６日（金）８：３０～９：１５（１０：００以降は一般市民のために開放します。） 

○１１月１７日（土）８：３０～９：３０（９：３０～１６：３０は施錠します。） 

 

（３）搬 出 １１月１７日（土） 

○時間帯 出展者搬出 １６：３０～１８：３０（時間指定） 

搬出は当日終了時間後に開始します。この時、会場内にお客様がまだ残っていること

が予想されます。また、搬出車が混雑しますので、事故防止に充分ご配慮をお願いい

たします。 

 

搬入・搬出スケジュール表 

 

11 月 14 日（水）搬入はスペシャルブース 

搬  入 搬  出 

１１月１５日（木） １１月１７日（土） 

時間 ブース番号 時間 ブース番号 

9:30 
もの１～もの３１ 

行５～行１８ 
16:30 商１～商４０ 

12:30 商２５～商５１ 17:00 
もの１～もの３１ 

商４１～商５１ 

14:30 商１～商２５ 17:30 
行１～行１８ 

スペシャルブース 

16:00 行１～４   

 

（４）出展者は床を傷つけないよう充分配慮をお願いいたします。展示物を引きずらないで

ください。下記の展示物は必ず事務局へお問い合わせください。 

○展示物の重量が相当程度重いもの （体育館の床面荷重制限は㎡あたり 2 トンです。） 

○展示物で大きな音が出るものはご遠慮ください。 

 

（５）展示物の搬入出及び輸送は出展者で実施してください。 

 

（６）机、背面パネルには釘を打ったり穴をあけたりすることはできません。写真や説明パ

ネル等を展示される場合は、画鋲、セロハンテープ等をご利用ください。 
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   ピクチャーワイヤーやＳ字フックが必要な方は、当日本部へ申し出てください。 

    （事前予約不要・無料） 

（７）机、背面パネル等を破損した場合は、会期終了後実費請求をさせていただく場合がご

ざいます。 

 

（８）インターネットの接続はできません。各社モバイル等で対応をお願いいたします。 

 

（９）ブース装飾などの造作物は、あらかじめ工作成型のうえ現場では組み立てる程度のも

のとし、会場内の作業は最小限にとどめるようにご協力ください。 

 

（10）1 ブースは間口 225cm、奥行きは背面パネルから 220cm です。この範囲内で展

示をお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※通路側のサイドパネル(90ｃｍ)はございません。２ブース出展の方は 1 ブース毎のサイ

ドパネルもなくす事ができます。ご相談下さい。 

 

（11）主催者は、警備員を配置するなど出展物保護について最善の注意を持って管理に努

めます。但し、天災地変、盗難、火災、その他不可抗力による損害については責任を

負いません。必要に応じて各社で保険をかけるなど適切な対策を講じてください。 

 

1１．会場運営について 
会期中はスペシャルブースを除いて１名以上のブーススタッフを常駐させるようお願い 

いたします。 

 

（１）出展者休憩及び喫煙について 

出展者休憩室は１階第１・第２役員会議室（６Ｐ）です。休憩、食事に使用してくださ

い。 

 

（２）会場内は禁煙です。 

喫煙は喫煙スペースにてお願いいたします。（５Ｐ） 

 

ブース図面 

220cm 

212.5cm 

150cm 

90cm

m 

225cm 
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（３）ブースの清掃 

ブース内の清掃は出展者で行ってください。ごみは各自で必ずお持ち帰りください。 

（４）食事について（出展者のみ） 

出展者向けにお弁当を販売いたしますのでご利用下さい。 

お弁当の事前注文をメール等でご案内いたします。 

食事の場所は、出展者休憩室（1 階第 1 会議室・第 2 会議室）、１階ロビー、2 階観覧

席をご利用ください。 

 

（５）オプション追加備品について 

基本備品以外のオプションは、「オプション追加備品申込書」にて申込みください。 

（締切：１０月１２日（金）） 

 

※コンセントについて 

コンセントが必要な場合は、必ずオプション追加備品申込書にて申込みください。 

申込がない場合は開催当日対応できない場合があります。また、会場の電気設備の関係

上、末端のコンセントが９５V 以下に電圧降下する場合があります。機器の故障等の責

任は負いかねますので、低電圧によって不具合が起きる機器に関しては各ブースにおい

て、昇圧トランスをご準備ください。 

 

○コンセント２口 

（１００V/５A＝電気容量５００W まで） 

○コンセント単相 200V(工事費） 

○コンセント１００Ｖ１５A 

○ビニルクロス（１枚）（企業展示のみ） 

○机（１台）（企業展示のみ） 

○イス 

無  料 

 

実  費 

実  費 

600 円 

1,000 円 

無  料 

（申込が必要です） 

 

 

 

（税込） 

（税込） 

 

 

1２．飲食品の取り扱いについて 
（１）試飲･試食は認めますが、食品衛生上危険度の高い寿司・刺身・その他生もの・サラダ

（加熱処理していない野菜を含む）・腐りやすいもの（豆腐等）・アイスクリーム等は

禁止させていただきます。また、他出展者の迷惑になるような、においの強い食品（餃

子等）もお控え下さい。 

 

（２）内容によって保健所への申請が必要な場合があります。事前に春日井保健所食品安全

課（☎0568-31-2180）までご相談ください。 

 

（３）アルコールの試飲をする場合は、必ず運転者への注意喚起を行ってください。 
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1３．会期中のご案内／お願い 

（１）開会式 

１１月１６日（金）９：３０～10：00 

企業ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｺｰﾅｰで開会式を行います。出展者は５分前にご集合ください。 

（２）ビジネス交流会 

１１月１６日（金）16：４５～18：30 （第１競技場） 

初日のフォーラム終了後、フォーラム出展者と商工会議所会員企業を交えた交流会 

を実施します。 
 

春日井商工会議所ホームページ（http://www.kcci.or.jp/hitomono.html）又は、ビジ

ネスフォーラムホームページ（http://kasugai-business-forum.com/）から「開催案

内チラシ」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX(0568-81-3123)にて申

し込んでください。（出展申込時に頂いている方は必要ありません） 

 

（３）超！ビジネスマッチング商談会 

  希望者については、既に企業新書データを金融機関などに情報提供しております。商談

スケジュール等は事務局から希望者に連絡し、日程調整を行います。開催日（11 月 16

日、17 日）に行う商談スケジュールにつきましては、商談希望調査の後、１１月８日

までにスケジュールを組み、商談を行います。時間は、１商談２５分を予定しています。 

   今後の予定 

   １．マッチング相手の希望調査 ～１０月 31 日（水） 

   ２．商談スケジュール調整    １１月７日（水） 

   ３．当日商談会 １１月１６日（金）・１７日（土） 

 

（４）行政マッチング商談会 

  出展者から行政（春日井市）に自社及び自社製品のＰＲをすることで、行政側が利用で

きる商品・製品の発掘をし、“行政とのマッチンング”の機会を創出します。 

春日井市にて商談スケジュールを組み、11 月１６日(金)に商談をしていただきます。 

 

（５）マル得情報掲示版 

会期中、会場内にビジネス交流促進のための「マル得情報掲示板」を設置します。 

出展者・来場者が求めるサービス･技術・パートナー･求人等の情報を掲示するスペース

です。添付資料参照。 

 

（６）パンフレットコーナー 

会場入口横に、出展者の方が自由におけるパンフレットコーナーを設置します。自由に

設置ください。 

 

http://www.kcci.or.jp/hitomono.html
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（７）講演会 

①ハローワーク主催 求職者向けセミナー 

   １１月１６日（金）13：00～14：00 1 階 第２競技場 

    ハローワーク主催により、求職者を対象としたセミナーを実施します。ハローワー

クへ求人票を提出済の企業は、求職者へ一覧にして配布されます。 

②モビリティが支える超高齢社会～人や社会と調和した移動支援のための研究開発～ 

   １１月１６日（金）13：00～14：30 2 階 大会議室 

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 

リサーチアドミニストレーター 博士（農学）   柴田 裕介 氏 

③無人航空機の社会的利用 ～ 技術と社会の革新が未来を作る 

   １１月 16 日（金）1４：30～15：30 １階 第 2 競技場 

㈱テラ・ラボ  代表取締役            松浦 孝英 氏 

④空気を洗う「空間除菌脱臭機」 市場創造の取組み～ジアイーノ、なぜいーの？～ 

   １１月１７日（土）10：30～11：30 ２階 大会議室 

パナソニックエコシステムズ㈱ IAQ ビジネスユニット日本事業 

 営業部家電営業課課長              加来あゆみ 氏 

 

（８）イベント 

ドローン体験会 1 回：60 分 講話+体験 

１１月１７日（土）１階 第２競技場 

①10：15～11：15 ②12：30～13：30 ③14：30～15：30 

定員：20 名 3 回 

対象：①②親子  ③事業者向け 

 

（９） 第２回ビジネスフォーラム大賞 

  スペシャルブース、行政ブースを除く出展企業を対象に、ビジネスプランや事業の新

規性、独自性、市場性、当日の展示内容などの項目を第１日目に審査員が審査を行い、

第２回ビジネスフォーラム大賞とし表彰します。 

① 表彰式  １１月１６日（金）１３：１５～企業プレゼンテーションコーナーにて 

② 表彰   ビジネスフォーラム大賞 最優秀賞 １社 

優秀賞 ものづくり部門 １社 

商業サービス部門１社 合計３社 

※１ 受賞者には、盾の贈呈、最優秀賞受賞者には「多治見「き」業展（平成３１年２

月１日～２日開催）」への出展、受賞企業の PR。 

※２ 第 1 回の受賞の 3 企業は会場内にてプロモーションビデオを放映します。 

 

（９）企業プレゼンテーション 

会場内の企業プレゼンテーションコーナーにて、自社の企業概要・技術・商品・サービ
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スの紹介をしていただきます。（新技術・新商品・新サービス含む） 

申込者へは、後日連絡。ホームページ・当日会場内でＰＲ。 

 

(10) 商談スペースについて 

商談スペースは、第１競技場内に設けてあります。大いにご利用ください。 

 

(11) 出展者のアンケートについて 

会期終了の際に出展者アンケートのご記入をお願いいたします。アンケートの詳細結果

は今後の参考とさせていただきます。 

 

1４．過去の様子 

 

 

 

 

 

 
 

ビジネス交流会              行政マッチング商談会 
 

 

 

 

 

 
 

会場全体図                オープニングセレモニー 
 

【前回の実績】 

来場者数：7,２00 名 

出展企業者数：13５社 

出展ブース：156 ブース 

 

1５．周知・広報のお願い 

主催者側と出展企業側の両方から来場促進を図るため、出展者各位の集客活動をお願いい

たします。なお、（１）～（３）については、9 月下旬に郵送でお届けする予定です。 
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（１）開催案内パンフレット 

開催案内パンフレットを作成し、出展企業の皆様へ配布させていただきます。取引先、

関連会社の方などへ配布して、当日の集客活動にご協力いただけますようお願いします。 

周知依頼先（開催案内パンフレット設置） 

① 連携金融機関での配布 

（愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、中京銀行、名古屋銀行、百五銀行、三

重銀行、三菱 UFJ 銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、瀬戸信用金庫、東春

信用金庫、東濃信用金庫などの店舗へ配布） 

 

② 春日井商工会議所会報１０月号折込み、１１月号記事掲載 

 

③ 春日井市「広報かすがい」１１月号記事掲載 

 

④ 愛知県下商工会議所、支援機関等 

（中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、中部大学、春日井工業高校、春日井商

業高校）  

 

（2）イベント案内ハガキ 

当日会場内のコーヒースタンドで利用できるコーヒー無料券が付いた開催案内ハガキを

各出展者 10 枚づつ配布させていただきます。お取引先、関連会社の方などへ配布して、

当日の集客活動にご協力いただけますようお願いします。 

         

（３）ポスター 

出展企業のほか、市内金融機関等に配布いたします。取引先の来場促進にお役立てくだ

さい。また、関連会社・取引先等でポスター掲示をお願いできるところがありましたら、

お知らせいただければ追加ポスターをお渡しいたします。さらに、当所からは関係機関

へ送付します。 

 

（４）ウェブサイト 

http://kasugai-business-forum.com/ 

 10 月 1 日公開予定。 

ウェブサイトにより本フォーラムの詳細内容を告知します。出展企業欄では、各社の事

業内容が詳しくわかるようホームページとリンクさせ、出展企業のＰＲに役立てます。 

今年度より、企業新書のデータもこちらでみて、みて頂く事が可能となります。 

ホームページに本フォーラムのバナーを貼り付けてありますので周知等にご活用下さい。 

                     ⇒ 
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（5）デジタルサイネージ 

  JR 春日井駅のデジタルサイネージで案内映像を放映します。 

 

（6）マスコミ各社への働きかけ 

新聞社、ケーブルテレビ等マスコミ各社へ本フォーラムの開催告知記事の掲載を依頼し

ます。 

 

1６．その他 
申込締切日以降の出展ブース数の変更および取り消しは、キャンセル料が発生しますの

でご注意下さい。変更及び取り消しの際は、出展者は書面により主催者へ通知し、主催

者においてこれを了承しない限り、認めないものとします。 

 

（１） 申込期限の翌日から出展者説明会当日まで・・・出展料金の５０％ 

 

（２） 出展者説明会以降・・・・・・・・・・・・・・出展料金の全額 

 

 

 

問合せ先 春日井商工会議所 事業推進課   TEL０５６８－８１－４１４１ 

                      FAX０５６８－８１－３１２３ 


