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新型コロナウイルス(COVID-19)感染症予防対策について                                                

 

JFW JAPAN CRAETION 2023 開催に向けた 

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症予防対策について 

 

本ガイドラインは新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の提言」も踏まえ、

今後の持続的な展示会運営を見据え、自主的な感染防止のための取組をまとめたものです。 

出展者及び来場者が密になることへの防止や、安全に展示会を開催・実施するために、以下に配慮して運営を

行うものとします。 

以上、ご協力とご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【来場者対応について】 

受付での対面による接触を軽減するために、出展者から発送する招待状を中止し、WEB 事前登録制による入場

とします。また、会期当日はマスクの着用、頻繁な手洗い、会場入り口での手消毒のお願いに合わせ、検温を行

います。 

なお、招待状の代替として「JFW 展フライヤー（チラシ）」を 10 月上旬まで送付いたしますので来場誘致に活用くだ

さい。この「JFW 展フライヤー（チラシ）」は、入場ができませんので、WEB 事前登録が必要です。（参照 P.5） 

 

【当日の感染症対策について】 

 手指消毒液を設置致します。設置場所：展示ホール入り口、館内 2～3 ヶ所 

 サーモグラフィーによる体温測定、または、非接触式体温計による体温測定を行います。設置場所：展示ホ

ール入り口 

 37.5 度以上の場合、問診表（和英）への記入を実施し、看護師との面談の上、入場をお断りします。(予定) 

 注意喚起の看板の設置：咳エチケットと頻繁な手洗いのお願いと、マスクの着用を義務化とさせて頂きます。 

 受付スペースを拡充し、当日登録者が距離をおいて並べるように目印の設置等の対応を行います。 

 受付を行うスタッフにはマスク及びフェイスシールドを着用させますので、ご了承ください。 

 大声での発声（誘導呼びかけ）を原則禁止、プラカードを活用した来場誘導を行います。 

 場内換気（扉の開放）を徹底致します。 

 入退場口をそれぞれ１ケ所とし、運営を行います。 

 社会的距離を確保するため、必要に応じて入場制限を行います。 

 飲食物を手にする前に、手指消毒を行うよう声掛けをしていきます。 

 複数者が触れると考えられる場所（テーブル・椅子等）については、こまめに消毒させていただきます。 

 

【出展者皆様の会期中の感染症対策に関する対応のお願い】 

 マスク着用の徹底。 

 ブース内アテンドスタッフの人員制限の設定。(予定)（参照 P.6） 

 各ブース内のテーブル、椅子等、こまめな消毒をお願いします。 

 会場内では適切な身体的距離を確保してください。 

 感染リスク軽減のため、ブース内で配布する「商品パンフレット」や「会社案内」などの資料はデジタル化しホ

ームページ等からダンロードできるようご準備ください。 

 

※厚生労働省が開発した新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる

「接触確認アプリ」です。本アプリは、利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。ぜ

ひ積極的にインストールし御活用ください。 

 

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

今後は東京国際フォーラムとも上記の感染症対策を勘案して、感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込

んでいきます。 

2022 年 7 月  

JFW テキスタイル事務局 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html


◇出展要項  

1. 開 催概 要                                                              

 

■名称 
JFW JAPAN CREATION 2023 
 

■会期 

準備日 （事務局による基礎施工）  2022 年 10 月 31 日（月）：終日 

 準備日 （出展者搬入・装飾）       2022 年 10 月 31 日（月）：16:00～19:00 

      ※新型コロナウイルス感染予防対策のため、今回は早期搬入による装飾はできません。 

ご協力とご理解をお願いします。 

 

開催日 2022 年 11 月 1 日（火）・2 日（水）  10:00～18:00 （出展者の入場は 9：15 からです。）  

 

■会場 

東京国際フォーラム ホール E-1 （B2F）   〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 

  

■主催 

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

 

■後援（予定） 

経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）、 

一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、日本繊維輸入組合/日本繊維輸出組合 

 

■対象来場者 

原則的にはバイヤーとする。ただし、繊維・ファッション系学校関係者、その他繊維産業関連業者等は、WEB

事前登録者は入場可。 

 

■来場者の誘致計画 

①事務局バイヤーリスト約 15,000 名に入場証を送付し、積極的な来場誘致を図る。 

②出展各社から、顧客に対し招待状を送付。 

③ホームページによる国内外バイヤーへの告知。バイヤーの事前登録案内。 

④定期的な国内外（日・英・中 計約 71,000 件）メールマガジン配信により来場促進を図る。 

⑤業界紙を通じての開催案内広告、出展者をとりあげたタイアップ記事による PR。 

⑥業界団体と連携し、来場促進を計る。 

⑦国内外でプロモーションチラシの配布。 

⑧Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ Shanghai Apparel Fabrics 「Japan Pavilion 2022 Autumn Edition」でのプロモーション。  

 

■入場料  

無料  （事前登録のみ） 

※新型コロナウイルスの感染予防対策とし、受付での対面による接触を軽減するために、WEB 事前登録

制による入場とします。 

 

■ 関連プログラム 

 ・JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 

・JFW サステナブル・プロジェクト 

 ・PIGGY'S SPECIAL ピッグスキンファッションショー  
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2-1. 会場アクセス                                                    

 

■会場イメージ 

  

 

■会場アクセス 

・電車・徒歩の場合 

・その他の経路 
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JR 線 
有楽町駅より徒歩 1 分 

東京駅より徒歩 5 分（京葉線東京駅と B1 地下コンコースにて連絡） 

地下鉄 

有楽町線：有楽町駅（B1 地下コンコースにて連絡） 

日比谷線：銀座駅より徒歩 5 分/日比谷駅より徒歩 5 分 

千代田線：二重橋前駅より徒歩 5 分/日比谷駅より徒歩 7 分 

丸の内線：銀座駅より徒歩 5 分 

銀座線：銀座駅より徒歩 7 分/京橋駅より徒歩 7 分 

三田線：日比谷駅より徒歩 5 分 

成田空港から 
リムジンバス 東京駅まで 80～90 分 

JR 成田エクスプレス東京駅まで 53 分 

羽田空港から 
モノレール浜松町駅まで 23 分 

JR 浜松町駅より有楽町駅まで 4 分 



2-2. 会場について                                                   

 

■会場情報 
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3. 来場区分について                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 「JFW Textile 展フライヤー」（チラシ）について                                               

 

■JFW Textile 展フライヤー（チラシ） 

全出展者へ、PDF ファイルの案内状「JFW Textile 展フライヤー」(チラシ)を下記の要領でご用意いたします。 

 

※新型コロナウイルス感染予防対策として、接触感染リスク軽減のため、販促物は電子化が望ましいとされてい

ます。また、受付での対面による接触を軽減するために、出展者から発送する招待状を中止し、WEB 事前登録制

による入場とします。なお、招待状の代替として「JFW Textile 展フライヤー（PDF）」を来場誘致に活用ください。 

 

※お申込みは不要です。 

※「JFW 展フライヤー（チラシ）」では入場ができませんので、WEB 事前登録が必要です。 

 

※詳細は 10 月上旬ごろ各組合担当者宛にフライヤーデータを送付します。 

 

■ 入場までの流れ 
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アパレル・小売 

（赤）                             アパレル・小売                                    問屋・商社・企画会社他 

（緑）                             

学生 （黒） ※PTJへ

の入場はできません。 

主催関係者・関係団体 

（グレー）                              

プレス 

（グレー）                              

主催関係者・関係団体 

                                  

問屋・商社・企画会社他                         

                               
PRESS                       

Student                                     出展者 

                                  
出展者 

（JFW-JC／PTJ）                             
事務局 

（白）                                               

Visitor                                    一般 

（紫）                             

 

 

JFW Textile展 

フライヤー（チラシ） 入場証をプリントアウトし持参 展示会場へ Web 事前登録 



5. 出展者ネームカード                                               

※申込み式です。 

各組合・出展企業ごとに【別紙 2：日絹ブース 出展者ネームカード申込書】を記入し各組合に提出して下さい。 

各組合担当者様は、各申込書を集計しエクセルデータに入力の上、クリプトン伊藤宛にメールにて送って下さい。 

※新型ウィルスの感染予防対策とし、本人以外の使用は認めませんので、必ずご登録ください。 

【 注意 】 無地ネームカードの発行はできません。 

※準備日、撤去日、会期中も含め必ず.出展者ネームカードは着用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ブース内アテンド人数の制限                                         

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、今回はブース内のアテンドスタッフの人数を制限させていだきます

が、出展者ネームカードの WEB 登録の制限はありませんので、ブースアテンドや搬入・搬出等、JFW-JC 会場に

入場されるスタッフ全員分をお申込みください。  

 ブース内アテンドスタッフの人員制限の設定                               

-    6 ㎡ブース 2 名まで 

-    12 ㎡ブース 3 名まで 

-    18 ㎡ブース 4 名まで 

-    24 ㎡ブース 5 名まで 

-    30 ㎡ブース 6 名まで 

※ 同時間内アテンド人員の最大滞留人数です。出展者ネームカードの数量とは異なります。 
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■ネームカードの申込みには、感染症対策上、社名・氏名・役職・連絡先等の情報が必要になります。 

① 各企業は【別紙 2：日絹ブース出展者ネームカード申込書】を記入し、各組合に提出。 

② 各組合担当者様は、提出された申込書を集計の上、指定のエクセルデータに入力後、 

9 月 20 日（火）までにクリプトン伊藤宛に E-mail にて送って下さい。 

【注意】 

※無地カードの発行はできませんので、必ず氏名有りで申込みください。 

※感染発生時に連絡ができるメールアドレス・電話番号・住所を必ずご記入下さい。 

※なおメールアドレスは、組合・会社の代表アドレス（info@ ・・・ など）や展示会アテンド要員代表者の 

  アドレスを 1 つ記入して下さい。 

※ネームカードとネームカードホルダーは 10 月上旬に(株)クリプトンより組合宛に発送します。  

※会期中（準備日を含む）の追加対応は出来ませんので必ず期日までに提出してください。 

※部数に限りがありますので、締切り後のお申込みには応じられない場合があります。 

 必ずご提出ください 



情報発信                                                       

1. 「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 」 について                                                    
 

JFW では年 2 回開催しているビジネス商談会（JFW-JC/PTJ）のツールとして、オンライン展示会を開設しました。

日本のテキスタイル・コレクションをオンラインに整理し、国内・海外のバイヤーに紹介します。 

対面して行なう実際の商談会に加え、「JFW テキスタイル・オンラインサロン」（JTO）出品者として常時、自社のテ

キスタイルを発信し、ビジネス契機を高めることができます。国内･海外のバイヤーは、欲しい時に欲しいテキスタ

イル情報をタイムリーに検索し情報収集が可能になります。 このサイトでは、各企業の素材・企業情報に加え、

日本全国の産地情報や、ニュースを掲載した、テキスタイル情報のポータルサイトとして活用できるサイトを目指

します。 
 

■ JTO 参加のメリット 
※バイヤーは、商談会に行く前にも行った後でも（または行けなくても）、欲しい時に欲しい素材が探せます。

JTO に参加することにより、コロナ渦で展示会に参加できないバイヤーにも、一押し素材と、素材に込められ

たものづくりのストーリーを伝えることができます。 

・商談会の会期中だけでなく、ウエブ上で常時、自社の得意とする素材をプロモーションできます。 

・顧客との接点が増え、ビジネスチャンスが広がります。 

・商談会前から出展品をプレゼンテーションすることにより、事前のニーズ調査が可能となります。 

 

■ JTO 参加条件 
※テキスタイル、服飾資材等を販売する法人であること。 

※組合・団体・グループでの参加登録はできません。各企業単位での登録・掲載となります。 

 

■ JTO 参加方法 
 会場展示のトレンド＆インデックス素材をデジタル化し、掲載します。 

※素材明細を入力する際に「JFW テキスタイル・オンラインサロンに掲載する」に、チェックを入れてください。 

提出された素材 18 点全てが JTO に掲載されます。 

  ※「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO)」に参加するには、【No.2 「JFW テキスタイル・オンラインサロン 

(JTO) 」参加 申込書】を 8 月 5 日（金）までに(株)クリプトン伊藤宛に E-mail または FAX にて提出してくださ

い。 

 

◇ 共同出展者の JTO 参加について（組合・団体・グループ参加は不可） 

※JFW-JC に出展する組合・団体・グループの傘下企業の場合、出展申込団体名で、以下申込書を提出 

・【No.5-1 /5-2 共同出展者情報記入用紙】 

・【No.2「JFW テキスタイル・オンラインサロン（JTO）参加申込書」】 

 

■ JTO 参加料 
※1 社：22,000 円(税込み) (請求書については、後日発行いたします) ※前回から参加料が変更になっています。 

 

■ JTO 掲載素材点 
※1 社 18 点 （トレンド 10 点／サステナブル 5 点／インデックス 3 点)まで 

※19 点以上の提出がある場合は、それ以降の素材は自動的に削除し、掲載はできませんので、ご了承くださ

い。 

 

https://jfw-textile-online.com/ 
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■「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 」 」に参加するには 

【No.2 「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 」参加申込書】を 8 月 5 日（金）までに(株)クリプトン伊藤宛

に E-mail または FAX にて提出してください。 



2. トレンド＆インデックス、サステナブル・テキスタイルコーナーコーナーについて                                              
 

展示会場内の共有スペースに設営するトレンドコーナーでは、ＪＦＷテキスタイル事業が発表するトレンドディレク

ションを基に、出展者の素材をテーマごとに分類・編集して展示します。ジャパントレンドに沿った選りすぐりの素

材や各社の自信作を展示し、来場バイヤーを各小間へと誘導します。 

（トレンドディレクションは、JFW TEXTILE VIEW 2023 AWをご参照下さい） 

インデックスコーナーでは、企業ごとに、1 社 3 点をまとめて展示し、一押しの商品を PR します。 

 

■ JFW TEXTILE VIEW 2023 Autumn/Winter ＜3テーマ＞ 

◇ いきもの×サンエンス Creatures×Science 

◇ デザイン×むげん  Design×Infinity 

◇ コズミック×ヒューマン Cosmic×Human 

 

■ サステナブル・テキスタイルコーナー 

「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材は、サステナブル・テキスタイルコーナーに編集・展示

します。今シーズンは「リサイクル×アップサイクル (RECYCLE×UPCYCLE)」がテーマです。 

 ※トレンド素材、インデックス素材で「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材は「サステナブル・

テキスタイル」アイコンを表示します。 

 

3. 素材提出について                                                  
 

■ 素材提出要項 

◇トレンド素材提出 

・1 社 10 点までを提出ください。 （提出サイズ：60cm×60cm） 

・「JFW TEXTILE VIEW 2023 Autumn/Winter」のテーマに沿った素材を提出ください。 

 

◇サステナブル・テキスタイル素材提出 

・1 社 5 点までを提出してください。 （提出サイズ：60cm×60cm） 

・「JFW サステナブル・テキスタイル分類」（P.11 参照）の分類１、分類２に該当する素材を提出してください。 

※「JFW サステナブル・テキスタイル分類」の記入については、P.13<記入ガイド>を参考ください。 

 

◇インデックス素材提出 

・1 社 3 点を必ず提出ください。 （提出サイズ： 60cm×60cm） 

  ・自社の一押し素材を提出してください。 

※トレンド素材、インデックス素材で「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材は「サステナブル・

テキスタイル」アイコンを表示します。「JFW サステナブル・テキスタイル分類」の記入については、P.13<記入ガ

イド>を参考ください。 

 

【素材提出について】 

※ご登録のない社名・団体名での素材提出は、受付できません。 

トレンド＆インデックス素材を提出する場合は、組合は「No5-1/5-2 共同出展者情報記入用紙」参加企業は

「No.5-3/5-4 共同出展者情報記入用紙」をご提出ください。 

 

■ 素材添付台紙の記入方法について 

  ※公式の「JC2023 トレンド＆インデックス素材」提出用の添付台紙が WEB 入力に仕様変更になっています。 

日絹ブース出展者ついては台紙入力を（株）クリプトンが代行します。 

  ※WEB 入力に変更した事に伴い「素材添付台紙」の仕様が変更になりました。 
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■ 素材提出から展示までの流れ 

 
 

8 月 1 日(月)から JTO 素材登録サイトにログインして、入力フォーマットに素材明細を入力（クリプトンが代行） 

  ↓ 

入力情報をプレビュー確認する。PDF をプリントアウトし、出品素材に添付して提出 

  ↓ 

 

【JTO へ参加の場合】 

8 月 25 日(木)までに（株）クリプトン伊藤宛に出品素材送付 

   ↓ 

素材撮影し、10 月下旬からオンライン展示開始 (予定)＞ 

※「JFW テキスタイル・オンライサロン(JTO)」に参加申込みされた方のみ。(JTO については P.7 参照) 

※オンライン展示では、提出された素材 18 点全てが JTO に掲載されます。 

(トレンド 10 点／サステナブル 5 点／インデックス 3 点)  

※JTO 素材登録サイトにて JTO に「掲載する」を必ず選択してくだい。「掲載する」「掲載しない」いずれも選

択が無い場合は、「掲載する」とみなします。 

※JTO 掲載用素材提出期限（8 月 25 日）に間に合わない場合は、いずれの選択でも JTO には掲載されま

せん。 

   ↓ 

11 月 JFW-JC/PTJ 展 会場展示 

 

【JTO に参加しない場合】 

9 月 15 日(木)までに（株）クリプトン伊藤宛に出品素材送付 

   ↓ 

11 月 JFW-JC/PTJ 展 会場展示 

 

 

◆ 11 月 JFW-JC/PTJ 展会場展示 

・トレンドコーナー展示 ： 3 つのトレンドテーマに沿った分類・編集を行い選ばれた素材を展示します。 

・サステナブル・テキスタイルコーナー展示：「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材を分類・編

集し選ばれた素材を展示します。 

・インデックスコーナー展示 ： 企業ごとに、1 社 3 点をまとめて展示し、一押し商品を PR します。 
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11 月会場で編集した素材を展示 

WEB サイト内の 

フォーマットに各自で入力 出品素材に添付/発送 PDF で入力情報をプリントアウト 

10 月下旬から JTO オンライサロ

ン掲載開始 

60cm×60cm 



■ 素材台紙添付方法 

        

<テキスタイルの場合> 

必要事項を入力（記載）した台紙を出品素材(60cm×60cm)に添付して提出。 

 

 

 

<服飾資材の場合> 

必要事項を入力（記載）した台紙を出品素材に添付して提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 提出の注意事項  

※JC2023 公式の素材添付台紙は、WEB 入力式に仕様変更しています。 

WEB サイトの入力は、（株）クリプトンが代行しますので、添付台紙の必要事項を必ず記載の上、素材

に添付してください。 

 

※.素材を 60 ㎝×60 ㎝にカットします。（指定サイズより小さいと展示できない場合があります） 

  
※展示分類類・素材編集は、ご希望に沿えない場合があります。また、編集の都合上、提出いただいた素材全

てが展示されない場合がありますので、ご了承ください。 

 

※ 18 点(トレンド 10 点 / サステナブル 5 点 / インデックス 3 点)以上の提出がある場合は、それ以降の素

材は編集・展示できませんので、ご了承ください。 
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■トレンド＆インデックス素材を提出するには 
「別紙 1： トレンド＆インデックス素材添付台紙」の必要事項記載の上、素材に添付してください。 
※素材提出の期限は下記の 2 タイプありますので注意ください。 
 
【JTO へ参加の場合】 8 月 25 日（木）必着にて(株)クリプトン伊藤宛に送付してください。 
 

【JTO に参加しない場合】 9 月 15 日（木）必着にて(株)クリプトン伊藤宛に送付してください。 
 

【60cm×60cm】 



4. JFW サステナブル・プロジェクト について                                                       
 

JFW では、持続可能な社会と地球環境を実現していく趣旨に賛同し、繊維産業がこの行動に貢献していくため、

JFW テキスタイル事業において、サステナブル･テキスタイルの啓発と促進に取り組むことを目的に「JFW サステ

ナブル・プロジェクト」を発信します。 

 

■JFW サステナブル・テキスタイル分類 

大きく３分類（原料、製造工程、企業認証）とし、その中に７つの詳細分類を設定 

※認証を取得していない素材の場合は、以下の分類に該当し、出展者がその詳細を説明できること 

 

 

2022 年 2 月 
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■「JFW サステナブル・テキスタイル」ロゴマーク  

主に「JFW サステナブル・テキスタイル」素材展示やビジネスアイコンとして使用します。 

※素材展示（素材単位）で表示する場合は、その素材が「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当すること 

※ビジネスアイコン（企業単位）で表示する場合は、JFW-JC 出品素材の 20％以上が「JFW サステナブル・テキ

スタイル分類」に該当すること 

※ロゴマークの使用については、JFW テキスタイル事務局へお問い合わせください 

  

■サステナブル・テキスタイルコーナー 

 「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材を集結させて、バイヤーへアピールします。 

 

■トレンド＆インデックスコーナー「サステナブル・テキスタイル」アイコンで分かりやすく 

トレンド＆インデックスコーナーの展示素材にも、「JFW サステナブル・テキスタイル分類」に該当する素材に

は、「サステナブル・テキスタイル」アイコンを表示します。 

 

■「サステナブル・テキスタイル」シールの配付 

「JFW サステナブル・テキスタイル」マークのシールを配付（無償）し、各出展者ブースにて、「JFW サステナブ

ル・テキスタイル分類」に該当するテキスタイルに貼付していただきます。 

＊シールの貼付は、「JFW サステナブル・テキスタイル分類」（P.11 参照）に該当し、JFW-JC に出品するテキス

タイルに限ります 

＊シールは、JFW がサステナブルを認証するものではありません 

＊シールは、譲渡及び複製は禁止します 

 

 

■認証素材について 

各出展者ブースに出品する「JFW サステナブル・テキスタイル分類」該当素材のうち、認証を取得している素材

がある場合には、商談の際に対応できるよう、認証機関名・認証番号等の証書（コピー）や認証情報を控えてお

いてください。 

※「JFW サステナブル・プロジェクト」の運用法に関しては、今後変わっていく可能性がありますことを予めご了承ください。 
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■「サステナブル・テキスタイル」シールを申込むには 

【No.3 「サステナブル・テキスタイル」シール申込書】を 9 月 1 日（木）までに(株)クリプトン伊藤宛に E-mail また

は FAX にて提出してください。 

※シールは 10 月上旬に送付いたします。 

※一括送付以降の追加お申込みについては、可能な限りの部数を無償で送付いたしますが、送料は 

着払いとなります。 

※部数に限りがありますので、締切り後のお申込みには応じられない場合があります。 



■サステナブル・テキスタイル分類＜記入ガイド＞ 

※該当サステナブル項目を選択し、認証機関、認証番号、及び/または詳細情報をご記入下さい。 

 

分類１．「サステナブル原料分類」 認証機関、認証番号、詳細情報 ≪記入例≫ 

1-a  □ オーガニック原料 

≪記入例≫ 

  ・オーガニックコットン：GOTS 認証綿糸 AB12345 

  ・スーピマ綿をスイスで紡績した最高品質のオーガニックコットン 

  ・ペルー産の茶綿[Wild Cotton]を使用 

  ・エコマネージメントを採用したオーガニックウールを使用                                                                                                                                                   

1-b 
 □ リサイクル原料／ 

       アップサイクル素材 

≪記入例≫ 

  ・リサイクルポリエステル：認証 Oeko-tex standard12345 

  ・PET ボトルリサイクル繊維「ECOPET」（帝人フロンティア）を使用 

  ・デニム工場で出た"綿くず"を、アップサイクルした綿を使用 

  ・古着衣料を粉砕して紡績したリサイクルウールを、特殊な 

    撚糸工法でアップサイクルした高級テキスタイル 

1-c 

 □ バイオ・ベース原料 

       （自然由来原料） 

        ／ 環境負荷低減原料 

≪記入例≫ 

  ・原料名または原料ブランドｘｘｘ、原料サプライヤー名○○○の記述 

  ・トリアセテート（森林資源保全原料 FSC 認証、No.12345：三菱ケミカル） 

  ・原料がマニラ麻の和紙糸「OJO+」（王子ファイバー）を使用 

  ・植物由来繊維「テンセル」（レンチング）を使用 

  ・PLA（ポリ乳酸）「テラマック」（ユニチカ）を使用 

1-d  □ アニマルケアー原料 

≪記入例≫ 

  ・ノーミュールシングウール：RWS（Responsible Wool Standard)認 No.12345 

  ・NZ 産のノンミュールジング W70％・ CUP30％混の素材 

分類２．「サステナブル製造工程」 認証機関、認証番号、詳細情報 ≪記入例≫ 

2-a 
 □ 最適化された染色・ 

         後加工プロセス 

≪記入例≫ 

  ・水の使用量削減：Oeko-tex 認証番号 12345 

  ・水を全く使用しない超臨界染色機による染色 

  ・天然染料による染色 

  ・化学物質を使わないインディゴ染色（又は伝統的な藍染め）によるデニム 

  ・省エネ、節水・再利用が可能な低温転写プリントによるテキスタイル 

2-b  □ 非有害化学物質 

≪記入例≫  

  ･禁止された有害化学物質を使用していない：ZDHC 認証番号 12345 

  ・PFOA（パーフルオロオクタン酸）フリー、フッ素フリーの撥水剤を使用 

分類３．「サステナブル企業認証」 認証機関、認証番号、詳細情報 ≪記入例≫ 

3  □ サステナブルな企業認証 
≪記入例≫ 

  ・企業認証： OEKO-TEX、ISO14001 など 
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5. ビジネスアイコンについて                                          
このアイコンは、会場サイン、ホームページ及び印刷物に掲載され、来場者に向けたビジネス対応の参考となります。 
・自社リスクのストック販売対応   ・一反からの別注対応可能    ・輸出対応可能    ・サステナブル・テキスタイル 

                                          
 

・JFW-JC 出品素材の 20％以上が「JFW サステナブル・テキスタイル分類」（P.7 参照）に該当すること 

 

■「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 」の表示 

 

   

「JFW テキスタイル・オンラインサロン (JTO) 」に参加する企業のみ。(P.7 参照) 
 

                                             

■「J∞QUALITY」認証マークの表示 

「J∞QUALITY」は、 “織り・編み” “染色整理加工” “縫製” “企画・販売”の全てが日本国内で行われた商品のみに

統一ブランドとして、(一社)日本ファッション産業協議会によって認証されます。この認証企業を対象に、マ

ークを表示します。 

 

6. ホームページ                                                  

URL: http://www.japancreation.com/ 
■出展者情報の掲載について 

各出展者よりご提出いただいた詳細情報をサイトに掲載し、開催前から来場者へ向けて出展者情報の提供や PR を積

極的に行います。また、メールマガジンとも連動させて、バイヤーへの情報発信を強化します。 
 

【出展者情報記入用紙】について 

・HP 出展者検索キーワード 

閲覧者、来場者が出展者や商品を検索する際のキーワードとなりますので、出展品・素材特徴・用途をご記入くだ

さい。 

・企業 PR 文（100～400 字まで） 

企業紹介、PR、セールスポイント、取扱商品、主力商品、技術、今シーズンの一押し等アピールポイントを記入くだ

さい。 

・画像掲載（1 点） 

   主力商品、企業イメージ等の画像を 1 点掲載できます。企業 PR と連動させるとより効果的です。 

※画像ファイル形式は、jpeg データでお送りください。 
 

【共同出展者情報記入用紙】について 

企業情報、企業 PR、HP 出展者検索キーワードをご記入ください。※共同出展者は、画像を掲載することはできません。 
 

■出展者専用ページについて 

JFW-JC ホームページでは出展者専用ページを設置し、関係書類やご案内のファイルを閲覧・ダウンロードする

事ができます。 

ログインパスワード（半角英数） ： jfwjc2023 

※ホームページ上の各申込用紙は、日絹ブース用と締切日・発送先が違う場合があります。出展者マニュアルを確認の上、注意し

て送付してください。 
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■ホームページに出展者情報を掲載するには、【共同出展者情報記入用紙】をご記入の上、 

9 月 1 日（木）までに E-mail または FAX でクリプトン伊藤宛に提出してください。 

※組合は【5-1/5-2 共同出展者情報記入用紙】を提出ください。 

※組合ブース出展企業は【5-3/5-4 共同出展者情報記入用紙】を提出ください。 

必ずご提出ください 

http://www.japancreation.com/


会場管理                                                                

1. 準備・会期・撤去スケジュール                                                         

事務局ではあらゆる事故を未然に防ぎ、会場保安対策に万全を期して会場全般の管理にあたりますが、小間内

の出展物及びストックでの包装資材の保護管理は出展者の責任において行ってください。 

※新型コロナウイルス感染症予防対策を行いますのでご協力とご理解をお願い申し上げます。 

※万一事故が発生した場合は、直ちに事務局まで届け出てください。 

■入場規定 

会場へ入場される際は、必ず出展者ネームカードの着用をお願いします。 

■入退場時間 

会場準備日及び会期中の入退場時間は下記の通りです。 

会期中の出展者入場は 9：15 となります。 

 
 

2. 搬入・搬出について                                                                   

■搬入・搬出スケジュール 

搬入： 10 月 31 日（月） 16:00～19:00 

新型コロナウイルス感染予防対策のため、今回は早期搬入による装飾はできません。 

搬出： 11 月 2 日（水） 18:00～20:00 

会場への展示品及び備品の搬入出には、以下の方法があります。 

① 事務局指定業者による一括搬入出 指定業者：㈱近鉄コスモス  

② 直接会場へ手荷物で持ち込み  

◇大口搬入出者向けボックスチャーター便（事前予約制） 指定業者：ヤマトボックスチャーター㈱ 

※詳細は【別紙③ ヤマトボックスチャーター】を参照ください。 

※上記以外（宅配便）による会場への直接搬入はできません。 

 

搬入フロー 

 

 

 

 

搬出フロー 
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16 17
▽

8
▽

9 10 11 18 20
▽

12 13 14 15
▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

10月31日（月）
　事務局基礎施工（出展者入場不可） 出展者搬入・装飾

7：00～16：00 16：00～19：00

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

7 19 21

11月1日（火）

出展者
開場

9：15～

11月2日（水）
展示会開催 搬出・撤去

10：00～18：00 18：00～20：00

展示会開催

10：00～18：00

10 月 24 日（月） ～ 10 月 28 日（金）迄必着 10 月 31 日（月）会場着 

 

出展者 宅配便 近鉄コスモス㈱ 

（指定集荷場） 

会場内 

出展者小間 

一括搬入 

出展者 

指定（近鉄コスモス） 

 

会場内 

出展者小間 



3-1. 指定業者による展示品の搬入・搬出                                                                                                                                                                                                                                                                                   

㈱近鉄コスモス事務局指定業者による搬入出 

■搬入 

出展品を指定集荷場（㈱エー・シー・トランスポート気付 ㈱近鉄コスモス）へ下記期間内に宅配便（出展者負担

元払いにて）にて送付してください。  

※出展品受付期間： 10 月 24 日（月） ～ 10 月 28 日(金) 迄必着。 

※事務局指定業者（㈱近鉄コスモス）以外の宅急便による、会場への直接搬出はできません。 

※10 月 29 日（土）以降に届いた荷物は、小間までの配送が遅れる場合がありますのでご了承ください。 

◇出展品は準備日、10 月 31 日（月）16:00 までに出展者の小間まで配送されます。 

  事務局指定業者による搬入出を希望する場合、出展者は9月30日（金）までに【No.8 搬入・搬出運送確認書】

をご記入の上、㈱近鉄コスモス 宛にお申込みください。 

◇一括搬入を希望しない場合でも会場管理の為、必ず搬入・搬出運送確認書のご提出をお願いいたします。 

※送付する際、ケースマーク（申込書類一覧参照）を荷物の外装（ダンボール等）の上部と側面に必ず添付してください。 

 <ケースマーク添付例> 

 
 
 
 
 
  
■搬出 
搬出品は、11 月 2 日（水）の会期終了後、各小間へ担当員が回収に伺います。出展者にて事前に荷造りを済ま
せてください。 
◇搬出品の到着は右記期間内となります。 搬出品発送期間： 11 月 4 日（金） ～ 11 月 9 日（水） 

※会場一斉搬出の為、翌日から作業、配送となります。 

※日時指定はお請け出来ません。予めご了承ください。 

◇搬出料金（消費税込）※消費税率 10％に基づく消費税込価格 

配達地区     料金（1 個 宅急便 120 サイズの場合 ※サイズにより料金が異なります） 

関東・信越・北陸･中部・南東北地区      2,090 円 四国地区                         2,310 円 

関西・北東北地区                 2,200 円 北海道・九州地区                    2,530 円 

中国地区                       2,310 円 沖縄地区                          3,520 円 

 ※サイズ料金表は申込を希望される方々へ E-mail にてお知らせ致します。 

※上記規定サイズ（重量）を超えるモノ、什器・精密機械など宅配で対応が不可能な出展品は、別途費用が発生する事があります。規定サイズを越

えるモノ、什器・精密機械などを送る際は事前に配送業者にご確認下さい。 

■運送保険について 

◇【No.8 搬入・搬出運送確認書】の出展品申告価格合計にご記入ください。 

◇出展品が指定集荷場へ到着後から、㈱近鉄コスモスが出展社申告額を一括付保します。  

 ＊詳細は、㈱近鉄コスモスにご確認ください。  

■精算について 

後日、請求書を郵送いたします。ご確認の上、支払い期日迄に銀行振みにてお支払いをお願いいたします。 

■指定集荷場 

㈱エー・シー・トランスポート気付 ㈱近鉄コスモス 

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 8-10-23 Tel: 048-475-4581 担当：高橋 

■搬入・搬出運送に関するお問い合わせ・申込み 

株式会社近鉄コスモス 銀座営業所 Tel. 03-5148-3960 E-mail：kci-events@kwe.com  担当： 水上・菅原 
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「ケースマーク」は 
ダンボールの上部と側面に添付してください。 

mailto:kci-events@kwe.com


 
 
3-2. 手荷物持込による搬入・搬出                                                        

■直接会場へ手荷物で持ち込み 

 一括搬入ではなく直接手荷物として持ち込む事もできます。準備日の入場時間に合わせてお持込み下さい。 

※お車での搬入の際は、地下 3 階駐車場又は周辺の駐車場をご利用ください。 

  （駐車場の空き状況について、主催者は保障するものではありません。） 

※台車は必要に応じて各自にてご用意ください。 

 

4. 出展者ストック                                                                      

■ 準備日の出展者ストックについて 

会期中に不要な空き箱などのストックは、事務局指定運送業者の「かご台車」に収納し、一括保管致します。 

お預かりした荷物は、事務局指定運送業者の倉庫に一時保管します。会期終了まで出し入れができませんので

ご注意ください。 

・ 預ける荷物は出展者自身で下図の荷捌場＊までお持ちください。指定業者の車輌に収納します。荷物には

小間番号と社名を大きく明記し、預け荷物の個数を確認してください。 

・ 荷物を預かる際には、出展者と運送業者で個数確認をします。 

・ 搬出時は、同荷捌場から自社の荷物を引き取ってください。 

 

＊ 準備日ストック「かご台車」の荷捌場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 出展者手荷物クローク                                                                

■ 会期当日の出展者手荷物クロークについて 

会期当日のみご利用が可能な「出展者手荷物クローク」を、設置いたします。 

施錠はしませんので、各出展者の責任で管理をお願いします。 

なお、空き箱など大きな荷物は、準備日に「かご台車」へ預けてください。 

＊利用可能時間 ： 11 月 1 日（火）9:30～18:00 / 11 月 2 日（水） 9:30～18:00 
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■搬入・搬出運送確認書のご提出は 

【No.8 搬入・搬出運送確認書】を 9 月 30 日（金）までに 
㈱ 近鉄コスモス宛に電子メールで提出してください。  
E-mail：kci-events@kwe.com 担当： 水上・菅原 

必ずご提出ください 

 

Hall E-2 

 

JFW-JC 会場 

Hall E-1  

荷捌場「かご台車」位置 

mailto:kci-events@kwe.com


6. 駐車場について                                                                       

 

■地下 3 階駐車場 

営業時間 ： 7:00～23:30 ご利用料金 200 円/30分、2,000円/5時間超～10時間まで。 

※10時間を超えた場合でも、2,000円＋通常料金（200円/30分）でご利用いただけます。 

年中無休 (但し、年末年始休館することがあります)  

駐車対象車 高さ 2.2m 幅 1.9m 長さ 5.4m以内 (大型バス、トラック、オートバイ、自転車駐車不可)  

駐車台数 420台 (うち身障者用 7台、電気自動車用 1台)  

 

一般駐車場出入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下 3F 駐車場マップ 
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※駐車場から会場までの行き方 

1. ガラス棟側エレベーターで地

下 1 階まであがります。 

2. 地下1階を出ると、ロビー総合

案内所付近にエスカレーター

がありますので、そのまま地下

2 階展示ホールへ降ります。 

※地下 3F への出入口 



7. 搬入出の注意事項                                                                       

※マスク着用の上、作業を行ってください。 ※頻繁な手洗い、手消毒を行って下さい。 

・会場施工専用搬入口の利用ができませんので、地下 3 階駐車場又は周辺の駐車場を利用し、一般通用口/エ

レベーターにて持ち込んでください。 

・台車は各自にてご用意ください。 

・宅急便での直接搬入はできません。 

 

8.  消毒液（アルコールやエタノールなど）に関する注意事項                                         

・ブース内に自社手配で消毒液を持ち込む場合、以下の規定に従いご準備ください 

- アルコール（エタノール）濃度 60％以上(容器に「火気厳禁」表示)の場合は、500 ㎖以下としてください。 

なお、501mℓ以上は危険物に該当し、消防査察の対象となりますのでブース内に消火器（10 型サイズ）を設置して

ください。消火器の用意ができない場合は有料で手配しますので㈱クリプトンまでご相談ください。 

- アルコール(エタノール)60％未満は危険物品非該当。(容器に「火気注意」と表示) 

＜別紙 3＞日絹ブース装飾・施工申込書に持ち込み予定と「消毒液ブランド名」「容量」「アルコール度数」をご記

入下さい。 主催者が、危険物持ち込み許可の一括申請をします。 

 

9. その他の注意事項                                                                                                          

■物品の配布 

・感染リスク軽減のため、ブース内で配布する「商品パンフレット」や「会社案内」などの資料はデジタル化しホーム

ページ等からダウンロードできるようご準備ください。アンケート用紙を配布する場合は、手袋など感染症予防を

行った上で配布してください。（必ず自社の小間内で行い汚損しないこと。） 

■消防防炎に関する注意事項 

展示会場は、法令・条例により、一定基準の放火管理と設備が義務付けられています。装飾施工中及び会期中

に消防署員の視察が行われる場合がありますので、下記項目について万全を期してください。 

・消防法の防炎表示制度により、展示用合板・カーペット等には「防炎ラベル」が張られた物以外は使用できませ

ん。 

・会場において、防炎処理が施されていないものは撤去回収を命ぜられることがありますので、充分注意してくだ

さい。 

・特異な装飾材料は、事前に㈱クリプトンに現物の一部及び資料を申請してください。 

■免責事項 

1.主催者は、地震・火災等の天変地異、その他やむを得ない不可抗力により、展示会開催を延期または中止 

 することがあります。 

 中止の場合は、出展料から必要経費を差し引いた残金を返却します。 

これ以外出展者側の発生した経費については保証いたしません。 

2.出展者の盗難、紛失、損傷については、事務局はその賠償の責任を負いかねます。 

3.出展者はあらかじめ出展物に保険をかける等の措置を取られるようにご配慮ください。 

■会場内禁止事項 

会場内は全域禁煙です。喫煙は所定の喫煙所をご利用ください。 

会場内での写真・ビデオ撮影は、禁止しています。 

■ブース内禁止事項 

ブース内での飲食、また、コーヒーメーカー・ウォーターサーバーなどの使用はできません。 
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展示装飾・施工                                                        
1. 小 間装 飾 ・ 施工各 種申 込 みについて                                                       

■装飾施工 

◇付帯設備として 1 小間に付き、以下の備品が装備しています。 

・カーペット / 照明×4 灯 / ハンガーバー（棚板）×計 4 点 / テーブル×1 台 / 丸椅子×2 脚 /組合×社名サイン 

◇ハンガーバー/棚板 

・1 小間あたりハンガーバーまたは棚板を付帯備品として計 4 点用意します。必要数と設置位置を【別紙 3：日絹ブース

装飾・施工申込書】にご記入の上、9 月 12 日（月）必着にて(株)クリプトン宛に提出してください。 

 ※【別紙 3：日絹ブース装飾・施工申込書】は必ずご提出下さい 

 

■追加オプション 

◇付帯備品以外の展示什器、備品等は各自でご用意いただくか、システム・リース備品一覧を参照の上、必要数を 

【別紙 4：追加備品申込書（日絹ブース）】にご記入し(株)クリプトン宛に提出してください。 

 

■電気器具リース 

◇1 小間あたりアームライトを付帯備品として 4 灯ご用意いたします。 

◇付帯設備以外に、照明など電気器具が追加で必要な場合は【別紙 5：電気関係追加備品申込書】にご記入し(株)クリ

プトン宛に提出してください。（小間内にコンセントの設置はありません。必要な場合は追加備品としてお申込みくださ

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※備品申込書（別紙 3、4、5）は、日絹ブース専用の為、JFW-JC ホームページ上には用意がありません。添付の用紙を使用してください。 

 

◆装飾備品のハンガーバーを角バーに変更しました。 

 角バーに変更した事により下記の備品の設置が可能になりました。 

 （角バーサイズ：巾 12 ㎜×高さ 24 ㎜） 

 

 

 

 

 

 
角バー用備品は追加備品のクロスロッド（SP04）にも設置は可能です。 
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■ハンガーバー/棚板の数量 【別紙 3：日絹ブース装飾・施工申込書】 9 月 12 日（月）必着   必ずご提出ください。あ 

 

■ハンガーバー/棚板の取付位置 【別紙 3：日絹ブース装飾・施工申込書】 9 月 12 日（月）必着   必ずご提出ください。あ 

 

■追加備品の申込は【別紙 4：追加備品申込書（日絹ブース）】を記入の上、9 月 12 日（月）までに FAX してください。 

 

■電気器具の追加の申込は【別紙 5：電気関係追加備品申込書】を記入の上、9 月 12 日（月）までに FAX してください。 

 



2. 装 飾施 工 について                                                  

■準備日作業の際の新型コロナウイルス感染症予防対策について 

・準備日（10 月 31 日）は会場入り口で検温と手指消毒のご協力をお願いします。検温の際、体温が 37.5 度以上の場

合、看護師との面談の上、作業を行わずご帰宅頂く場合があります。 

・会場内各所に、消毒液が設置してありますので、定期的な消毒等、感染予防を徹底してください。 

・不特定の者が触れる出展者ブースの定期的な消毒を行ってください。 

・マスク着用の上、作業を行ってください。 
 

■装飾施工の注意事項 

・基礎小間仕様に含まれない施工及び装飾は、出展者各自で行ってください。 

・主催者が定める搬入期間中に小間装飾を行い、準備日 10月 31日（月）に、すべての小間装飾を完成させてください。 

・すべての展示品及び装飾物は、11 月 2 日（水）18：00 以降、即日（20：00 までに）撤去するものとします。 

・展示装飾は自社の小間内で行い、通路にはみ出さないようにしてください。 

・壁面パネルに、直接釘、鋲などを打つことはできません。出展者による損傷については、弁償していただくことになりま

すので取扱いには充分ご注意ください。ポスターや軽量写真パネル程度を両面テープで貼り付けたり、カッティングシ

ートを貼付したりすることはできますが、撤去時に必ず出展者において原状回復を行ってください。 

・照明器具にかかる装飾は火災の恐れがあるため禁止です。 

・サイドパネルの外側への展示・装飾はできません。 

・小間の高さ、壁構造、レイアウトなどについては、施工期間中主催者が巡回し、違反している場合には施工を変更し

ていただきます。また、上記の規定を満たしている場合でも、近隣の出展者に迷惑がかかる可能性のある場合は、主

催者の判断で施工の変更をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。 

・ゴミは、各出展者の責任においてお持ち帰りください。 
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3. 装 飾施 工 の規 制事 項 に関 して                                        

 

■施工展示物の高さ制限 

小間内で使用する施工展示物の高さは、会場の規定に 

より制限されています。 

◇施工物の高さは 2,400mm までとします。なお、隣接する 

小間の境界線から 1m 以上離れた造作物に関しては、 

3,000mm を限度とします。 

 

※スペース出展者は高さ 3,000 ㎜を限度 

（隣接壁面が有る場合は事務局判断の上調整とする） 

 

 

■壁面について 
三方及び四方が通路になる 6 小間以上の小間で、通路に面して壁面を建てる場合は、近接の小間がブラインドにな

らないようご配慮ください。装飾プランを企画の際は、㈱クリプトン宛に提出してください。 

小間（スタンダードブース･パッケージブース）の場合：通路面に壁面とみなされる物を設置する場合、来場者の導線

確保の為、通路面の一辺の長さの 1/3 以上を開放状態にしてください。 

スペースの場合：最低二辺を開口とし、一辺は最低 1,200mm 以上、もう一辺は最低 1,000mm 以上を開放状態にして

ください。  

※高さ 1,000mm 以上のパネル等の造作物を壁面とみなす（柱等はこれに該当しない） 

 

■床面工事について 

床面への直接工作はできません。アンカーボルトを打つことはできませんので、ご注意ください。 

床面にカーペット類を敷き、固定する場合、すべて弱粘着性両面テープを使用してください。 

◇床・会場の設備などを破損された場合は直ちに主催者事務局に届け出てください。 

修繕費は当該出展者（施工業者）に請求させていただきます。 

  

■天井構造物の禁止 

展示・装飾に関して天井構造物を設ける事は原則としてできません。 

 

■音響について 

小間内で使用するマイク、AV 機器等の音量は近隣出展者の商談の妨げとならないよう、極力抑えるようにしてくださ

い。 

 

■火気及び危険物の取り扱い 

会場内で裸火の使用、危険物を持ち込むことは、東京都火災予防条例第 23 条により原則として禁止されています。 

 

■装飾・施工、備品の申込み及び問合せ先 
 株式会社クリプトン 
 担当者：伊藤 
 Tel. 03-5215-5461  Fax. 03-5215-5463 
 E-mail. itou@krypton-group.co.jp 
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H2,400 以内 H2,400 以内 H3,000 以内 H3,000 以内 
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お問い合わせ一覧  

 

JFW JAPAN CREATION 及び JFW テキスタイル事業全般に関して                              

■JFW テキスタイル事業事務局                 

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-6-10 Giraffa ビル 6F 

Tel.03-6805-0791  Fax.03-6805-0793       

E-mail:info@japancreation.com 

 

 

日本ファッション・ウィーク推進機構の各事業に関して                                      

■一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構    

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-6-10 Giraffa ビル 6F 

Tel.03-6805-0965  Fax.03-6805-0793      

担当：亀渕 

 

 

装飾施工・オプショナルサービスに関して                                             

■株式会社クリプトン 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-14 麹町パレス 2Ｆ 

Tel.03-5215-5461  Fax.03-5215-5463 

E-mail: nakasuji@krypton-group.co.jp / itou@krypton-group.co.jp  

担当：伊藤 

 

 

展示物搬入搬出運送に関して                                                   

■株式会社近鉄コスモス 銀座営業所 

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-10-9  

Tel. 03-5148-3960   
E-mail：kci-events@kwe.com 

担当：水上・菅原 

 

 

電気関係・オプショナルサービスに関して                                                           

■飯田電機工業株式会社 イベント事業本部 

〒273-0016 東京都江東区新木場 1-8-21 

Tel.03-3521-3522（代）  Fax.03-3521-3699 

担当：相馬・岡村 
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