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にいがた BIZ EXPO 検 索http://niigata-bizexpo.jphttp://niigata-bizexpo.jp

新潟市産業振興センター
新潟市中央区鐘木185-10

会場

10：00～17：00
10/20［木］・21［金］会期

2016 

申込締切  7/29［金］

出展募集

主催／にいがたBIZ EXPO実行委員会　主管／一般社団法人 新潟ニュービジネス協議会
新潟市、新潟商工会議所、（公財）新潟市産業振興財団、（公財）新潟市開発公社、（公財）にいがた産業創造機構、新潟市異業種交流研究会（協）、
新潟市ソフトウェア産業協議会、（協）新潟県異業種交流センター、新潟県中小企業家同友会、（株）北越銀行、（株）大光銀行、新潟信用金庫、新潟県信用保証協会

■　会場小間の割り当て
申込小間数、出展商品・品目、及び実演の有無などを勘案した上、事務局にて決定いたします。なお、変更の申し出、及び小間割りに関する苦情等は一切受けつけません。ただし、小間位置の決定後でも、会場の都合等により小間
の位置を変更していただく場合がありますことをご了承願います。
■　その他
⑴　物品販売を目的とした出展はできません。
⑵　主催者は、天災その他やむを得ない事情により、この見本市を変更あるいは中止することがあります。この場合、見本市の変更または中止によって生じた損害について、主催者はいかなる賠償責任も負いません。ただし、見本
市が中止された場合に限り、既に納入済みの出展料金の全部または一部（必要経費を差し引いた残額）を返還（出展契約が成立し、請求中の場合は請求額の変更）する場合があります。

⑶　主催者は、展示物・金品の紛失、盗難、損傷、輸送事故、来場者の取り扱い不注意など不可抗力による損害について、いかなる賠償責任も負いません、必要に応じて保険をかけるなど出展者で適切な対策をとってください。
⑷　主催者は、見本市会期中、会期後の商談・契約内容に関してはその責任を一切負いません。
⑸　出展者は、出展物の説明資料、製品見本等を配布する場合は、自己の小間内で行ってください。
⑹　出展者は、その従業員・関係者及び出展者が手配した代理店、装飾・運送会社等の不注意などによって生じた損害について、責任を負うものとします。
⑺　会場の照度は約800ルクス～1000ルクスとなっております。それ以上の照度が必要な場合は、出展者で照明器具等をご手配願います。
⑻　新アイデアを利用した製品・商品などの出展については、本見本市出展前に特許庁への出願をおすすめします。ただし、本見本市への出展物については、特許法第30条第3項等の規定に基づき、「新規性の喪失の例外」の適
用を受けることができます。会期前に特許出願が間に合わず、前途の規定適用を希望される場合は、必ず事前に実行委員会事務局までご相談ください。

出展要項の内容を了承し、下記のとおり出展申込みをいたします。

【出展小間料金】出展希望小間に□をつけ（１つのみ）、出展小間数、料金をご記入ください。
料金の種類 出展小間数 出展料合計金額料金 ( 税込 )

□ ３m×３ｍ　小間料金（面積 9.0ｍ2）

※振込手数料については出展者にてご負担願います。出展申込書にご記入いただいた内容は、主催者・主管が「出展確認、出展者への連絡、ガイドブック・ＨＰへの掲載、
　ＳＮＳへの掲載及び今後の主催者実施事業のご案内」の目的にて使用いたします。

□ ２m×２ｍ　小間料金（面積 4.0ｍ2）
□ フリー小間４小間以上～　

小間 ×
小間 ×
小間 ×

円
円

86,400 円　＝
54,000 円　＝

開催事務局よりご連絡します

出展申込書 申込締切：2016 年 7月 29 日（金）　

にいがたBIZ EXPO開催事務局   行 FAX：025-282-1784 ／ E-mail：info@niigata-bizexpo.jp　

エントリープラン
□ 間口１m× 高さ 2.7ｍ　※ビジネス商談会への参加が必要となります。 32,400 円

※どちらからの紹介で出展決定をされたかご記入ください。
【ご紹介会社・団体名】

【出展者情報】

企業・団体名

代 表 者

所 在 地

業 種

HP アドレス

出展担当者名

担当者連絡先

※太枠の中に必要事項をご記入ください。 申込日 2016 年　　月　　日
フリガナ

役職名 氏名　フリガナ

所属部署名 役職名 氏名　フリガナ

印

〒

TEL　　　　　（　　　　　）

http：//

FAX　　　　　（　　　　　）

〒

TEL　　　　　（　　　　　）

E-mail　　　　　　　　　＠

FAX　　　　　（　　　　　）

□サービス　　□建設・不動産　　□商社・卸売・小売　　□製造業　　□ＩＴ・情報通信　　
□エネルギー・環境　　□医療・福祉・健康　　□官公庁・教育機関・その他

【ビジネス商談会希望企業等】
※にいがた BIZ EXPO では主催者が招へいした企業様と出展者様

とのビジネス商談会を実施いたします。出展者様が商談を希
望される企業名・業種等を右欄にご記入ください。

※招へいを確約するものではございません。ご容赦ください。
※行数が不足する場合、枠外にご記入ください。

申 込 方 法 出展申込書に必要事項をご記入の上、FAX・E-mail・郵送等にて開催事務局宛にお送りください。



出展に関する
お問合せ・お申込み先

にいがたBIZ EXPO開催事務局
〒950-8724 新潟市中央区和合町2丁目4番18号（第一和合ビル1Ｆ）　㈱第一印刷所内
TEL.025-285-2210　FAX.025-282-1784　E-mail info@niigata-bizexpo.jp

　県下最大級の産業見本市「にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ」は、「出展者のビジネスにつながる見本市」

をコンセプトに、出展される皆さまに対し、さまざまな商談の機会や最新のビジネストレンドを提供し

てきました。

　本見本市は、著しく変化する時代の中で経営的・技術的な課題解決につながる旬な情報を提供し、

ビジネスに展開・発展させる「商談型」の産業見本市として、ビジネスパートナーとの出会い、新商品開

発へのきっかけづくりにつなげていきます。

　新たな事業展開、新事業の創出を検討する意欲ある皆さまからの出展を心よりお待ちしております。

ごあいさつ

にいがたBIZ EXPO 2016
実行委員会　委員長

新潟市長　篠　田　昭

～7月29日（金）
出展検討／申込受付期間／出展申込締切

9月上旬
出展者説明会

●招待券配布
●関係者への
　来場誘導

にいがた
BIZ EXPO

10月20日（木）・
　　 21日（金）

●出展検討／展示内容検討／出展申込書の提出／
　商談会活用セミナー／出展料金の支払い
●申込書は公式サイトからもダウンロードできます。

●展示ブースの設計／出展諸届申込書の提出
●開催当日の準備

■ 申し込み～開催までのスケジュール★昨年も多くの出展者様からご利用いただいた商談会が
更に充実。参加者が希望する業種や企業を招へいする
活動を実施する他、新たな企業・業種にも対象を拡げて
招へい活動を展開します。また、ご要望の多かった出展
者間での商談もマッチングします。　
※招へいを確約するものではございませんことご容赦ください。
※昨年度開催の詳細はホームページでご確認いただけます。

★商談の成果をあげるには事前の準備とアフターフォ
ローが重要です。事前セミナーや個別相談会の開催、相
談窓口の設置を行い、成果の出る商談づくりをサポート
します。

出展者限定　
ビジネス商談会の充実

❶ 事前予約制

★「サービス業なので展示するモノがない」
　「スタッフのやりくりが難しい」
　「自社のＰＲはしたいがコストが…」
　負担もコストも抑えたエントリープランを設定しました。
“商談をしたい”意欲のある出展者を募集します。　  　　　　
小間数限定につきお早めにお問い合わせください。

❷
出展しやすくなりました　
エントリープランの新設

にいがたBIZ EXPOは
ビジネスネットワークづくりを
サポートします。

★コンテンツ産業や最新・話題の技術など、関連出展等で
ご紹介します。新たなビジネスパートナーとの出会い、
新商品開発のきっかけづくりにお役立てください。

可能性が広がる
新たなジャンルとの連携

❸

パートナー企業と
共同出展したいのですが？

Q
もちろんＯＫです。
これまでも、メーカー＆販社など
で共同出展されている事例も
あります。

A

ビジネス商談会に
参加したいのですが？

Q
ビジネス商談会は、出展者限定企画です
ので出展お申込が必要となります。
今年より新設した商談に特化した「エント
リープラン」での出展もご検討ください。

A
よくある
ご 質問

名　称　にいがたBIZ EXPO 2016
会　期　2016年10月20日(木)・21日(金) 10：00～17：00
会　場　新潟市産業振興センター
主　催　にいがたBIZ EXPO実行委員会
主　管　一般社団法人新潟ニュービジネス協議会

開 催 概 要
入　場　料　無料
来場対象　出展者との商談や新技術・

新サービスの情報収集等を目的と
するビジネスパーソン

各界のエキスパートを講師に迎え、ビジネスに役立つ
さまざまなヒントや情報をご提供します。

講演会
ビジネスセミナー

出展申込書受付後、事務局から請求書をお送りいたします。支払期限までに
指定口座へ出展料をお振り込みください。また、支払期限までにご入金いた
だけない場合は、出展をご遠慮いただくこともありますのでご了承くださ
い。なお、振込手数料については出展者にてご負担願います。

振込銀行／第四銀行　新潟市役所出張所　（店番号　281）
口座番号／普通　1153729

出展小間料金はシステムパネル、社名板（統一書体：角ゴシック）、テーブル（w1800×d450）、
一次電源供給（100Ｖ／500Ｗ）が含まれたパッケージ料金です。
※「主催者標準施工」以外の展示小間内の装飾（イス、蛍光灯、その他備品等）は有料で、出展者の負担となります。

キャンセル料

出展料金の50％
出展料金の100％

取消・解約日

申込時～2016年8月20日
2016年8月21日以降

7,560円（税込）
1㎡
あたり

［4小間＝36㎡以上からとなります。］

◎2小間、3小間の場合（横列小間）
横列小間とし、仕切りのシステムパネルは原則設けません。角小間の場合は、通路側の袖パネルは
原則設けません。また、袖パネルをつけ加えて隣接小間と完全に区切ることはできません。

※システムパネルは、両面白色仕上げ・ビニールコーティング合板ですので、直接装飾・加工を施す
ことができません。（切断・釘うち・穴あけなどの加工はできません。）なお、システムパネルを損
傷した場合は、補修に係る実費を出展者から負担していただきます。

島小間とし、区画を床上に印したスペース渡しとなります。ただし、要望があれば出
展規定内で主催者標準施工の基礎小間内の部材は使用できます。この場合でも、統
一の社名板は小間の装飾完成後、見やすい位置に取り付けます。

● フリー小間（３６㎡以上）

86,400円（税込）

間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.7m
（面積9.0㎡）

※システムパネル7枚
　社名板（統一ゴシック書体）
　テーブル１台（w1800×d450）
　コンセント（500Wまで）１ケ

● 基礎小間A

54,000円（税込）

間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m
（面積4.0㎡）

※システムパネル4枚
　社名板（統一ゴシック書体）
　テーブル１台（w1800×d450）
　コンセント（500Wまで）１ケ

● 基礎小間B

32,400円（税込）

間口1.0m×高さ2.7m

※システムパネル1枚
　社名板（統一ゴシック書体）
　テーブル１台（w900×d450）、パネル１枚

● エントリープラン

出展申込の取消・解約は原則として認めません。
万一、出展の取消・解約があった場合は、理由の如何を問わず下記キャンセル
料を頂きます。

小間料金

支　払　方　法 出展の取消・解約

ビジネス商談会への参加が必要となります

新 登 場

※本展示会には食品・食材は出展できません

※詳細は開催事務局までお問い合わせください。

小間数
限 定

社名板

2
4
0
0

45
0

1000


