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この「出展の手引き」は「東三河外食産業展示会」の出展要綱に基づき、出展の準備からイベント
終了までの諸手続き、注意事項、その他を出展者及び関係者のみなさまにご理解いただくための
マニュアルです。

ご注意

① 全ての出展社はこの「出展の手引き」をよくご理解いただくとともに、これに定めのない場合は
当イベントの安全な運営と出展者全体の利益のために、事務局の指示に従っていただくことを予め
ご了承ください。

② 出品物は、当展示会の趣旨に沿った品目に限ります。事務局が当イベントの趣旨に沿わないと
判断した物品、装飾、または法令及び公序良俗に反するものについては、直ちに撤去を命ずること
があります。

③ 事務局は天災その他不可抗力の要因により会期を変更、また中止することがあります。事務局
はこれによって生じた出展者その他の損害を補償しません。

④ 出品物の輸送・展示・実演・撤去、その他出展社の行為に属するものの費用並びに損害賠償等
に関する保険料は全て出展者の負担となります。

⑤ 出展において、法規制や関係省庁による指導、及び事務局の指示等での改善措置に係わる全
ての費用は当該出展者の負担とし、出展社は事務局に対し、一切の費用・賠償請求・異議申し立
てを行うことはできません。

⑥ 出展料のお支払いについて、出展料は別途事務局よりお送りする請求書記載の期日までにお
支払いください。やむを得ず出展を取りやめる場合には、下記の通り所定のキャンセル料をお支払
いいただきます。

(ア) 2021年7月15日（木）～7月29日でのキャンセル・・・出展料の50％

(イ) 2021年7月30日（金）以降のキャンセル・・・出展料の全額

■ お問い合わせ先

東三河外食産業展示会運営事務局

（株式会社プラネス ダスキンレントオール豊橋イベントセンター内）

TEL : 0532-39-3218 担当 ： 天野・松本

FAX : 0532-39-3219

E-mail :

https://www.planess.co/higashimikwa-gst

はじめに

mailto:higashimikawa-gst@planess.co


■名称 東三河外食産業展示会２０２１

■会期 ２０２１年８月１６日（月）14:00～19:00搬入日（10：00～大口コマ特別搬入）

17:00～21:00撤去日

■会場 ロワジールホテル豊橋 ホリデイ・ホール

■完全招待制 / 目標来場者数（２０００名

※今回は感染症対策の為、完全招待制にて開催いたします（通常開催時の来場者実績4000名）

■主催 東三河外食産業振興会

（以下、前回実績）

■協賛 豊橋調理師会・愛知県生活衛生同業組合・豊橋・豊川・蒲郡・田原・新城各支部

中部日本料理研究会 豊隆会・（一社）全日本司厨士協会豊橋支部

公社）日本中国料理協会三河支部・愛知県日本調理技能士会

■後援 愛知県・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・豊橋商工会議所

（一社）豊橋観光コンベンション協会・豊橋調理製菓専門学校

（一社）愛知県調理師会・ティーズ・エフエム豊橋・東愛知新聞社・東海日日新聞社

（１）開催概要

商談内容

新規取引先開拓

製品の受注

見積・
納期の打合せ

等

来場者

食品小売店
スーパー

コンビニ・百貨店

外食店
レストラン・ホテル

中食
惣菜・弁当
ケータリング

食品卸

食品メーカー
加工業者

出展社



■会場 ロワジールホテル豊橋 ホリデイ・ホール

〒４４１－８０６１愛知県豊橋市藤沢町１４１

■会場アクセス

（２）会場概要



（３）搬入出導線
■搬入

車のダッシュボード上に搬入出車両証の提示をお願い致します。

会場内に入場される方は、事前に名簿申請の上、出展社証の携帯をお願いを致します

※いかなる場合も搬入口付近への
車両の留め置きは出来ません。
荷下ろし後は速やかに一般駐車場へ
車両の移動をお願い致します。

搬入時の混雑が予想される為、
展示商品等を会場へ郵送することも
ご検討ください。
※その場合は元払い（発払い）にて
ロワジールホテル豊橋 内
東三河外食産業展示会（出展社様名）
としてお送り下さい。
特設お渡し所にてお受け取り頂けます。

14：00～19：00 通常コマ搬入
（搬入許可証が必要になります）
10：00～13：00 大口コマ貸切搬入

ホ
リ
デ
イ
ス
ク
エ
ア
正
面
口
よ
り



■無料駐車場 ホリデイスクエア駐車場も無料でご利用頂けます。

（４）周辺駐車場



（５）開催スケジュール

■搬入

搬入の際には搬入車両証と出展社証を必ず携帯ください

事前に関係者名簿の提出が必要となります。

通常搬入は 14：00～19：00 となりますのでご注意ください

大口コマ特別搬入は 10：00～13：00



（５）開催スケジュール

■会期中の入館準備

関係者受付 8：00～9：30 ※出展社証を必ず携帯ください

事前に関係者名簿の提出が必要となります

以降の入館はロビーの再入場口よりお願いします

■搬出

最終日の開催終了後16：00より小間内の片づけを始めて頂きます。



（６）会場レイアウト 小間図

■会場レイアウト 小間図（案） /１２０コマの想定

出展社数によりレイアウトは変更になることがあります

喫煙所

Ｗ
Ｃ

立ち入り禁止



■ブース装飾施工

背面の木製白パネルには社名表示看板が付属します。

パネルへの両面テープ・ガムテープ・画鋲等を使ってのポスター掲示は出来ません。

専用の養生テープをご用意しておりますので、そちらをご利用ください。

粘着が残るテープ類、その他接着剤の使用

穴が開くようなビス、タッカー類の使用は一切できませんのでご注意ください。

万が一パネル表面への破損などが確認された場合実費ご請求をさせていただきます。

（７）ブース装飾・施工について

■テーブルサイズの変更について

テーブルのサイズを変更したい場合は、タイプＡにてお申込みいただき

別紙「リース備品申込書」（別途ご請求）にて申込ください。

■テーブル表面のオプション

通常のタイプBでのお申込みでは、テーブル表面はテーブルクロス（白布）となっております。

液体物などの商品の出品がある場合は、必ずビニールクロス＠500円（税別）ｘ枚数のご発注

をお願い致します。



■防炎規定

展示品ならびに装飾品には防炎処理が施された「防炎物品」を使用して下さい。

■調理器具に関して

ホットプレート・トースターは電気利用を申し込みの上、ご使用頂けます。

フライヤー等に関しましては事務局にお問い合わせ下さい。

カセットコンロ等の裸火が発生する調理器具は使用できません。

電熱系の調理器具を使用される場合、油跳ねによる延焼を防ぐため、消火器や消火スプレー、

等の消火グッズを必ず持ち込んで下さい。

ご用意が難しい場合は「リース備品申込書」にてご発注ください。

■共同調理場・給排水場について

ブース内で難しい調理作業などは、ホールＤのバックヤードにて作業いただけます。

作業時に排出するゴミについては、各自ゴミ袋にまとめていただき、廃棄物処理コーナーへ

お持ち込みください。

給排水については、ホールＣのバックヤードにて行ってください。

■電気供給の申し込みについて

ブース内にて照明、装飾、実演等で電気供給を必要とされる場合は各出展者様の負担となり、

申し込みが必要となります。別紙「電気供給申込書」にて期日までに申し込みください。

期限に遅れますと、ご用意できない場合が御座いますので、期日厳守をお願い致します。

【コンセント１００ボルトについて】

1つのタップにコンセントは２口です。

必要口数、使用する電気製品のワット数を「電気供給申込書」にて申し込みください。

【コンセント２００ボルトについて】

直接運営事務局までお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

東三河外食産業展示会運営事務局

（株式会社プラネス ダスキンレントオール豊橋イベントセンター内）

TEL : 0532-39-3218 担当 ： 天野・松本

FAX : 0532-39-3219

E-mail :

（８）消防・電気（調理）に関する規定

mailto:higashimikawa-gst@planess.co


■リース備品の申込に関して

一部設定されているブース付属のテーブル以外に追加テーブルやカタログスタンドなど、

別途リース備品をご希望の場合は７月１５日木曜日までにお申し込みください。

期限に遅れますと、ご用意できない場合が御座いますので、期日厳守をお願い致します。

■リース料金お支払に関して

申込受付完了後、ダスキンレントオールよりリース料金をご請求致します。

指定の期日までに指定の口座へお振込みください。振込手数料出展者様側ご負担をお願いします。

■リース備品一覧

（９）リース備品について

1・スタキングチェア（白） 2・カフェチェア（黒） 3・パイプイスプラスチック 4・長方形テーブル（各種）・白布

¥1,056（税抜価格¥960） ¥660（税抜価格¥600） ¥330（税抜価格¥300） ※別紙にて記載

5・昇降式丸テーブル（黒・白） 6・カウンターチェア（黒・白） 7・アクリル卓上パネル 8・消火器

¥2,750（税抜価格¥2,500） ¥1,980（税抜価格¥1,800） ¥3,960（税抜価格¥3,600） ¥1,320（税抜価格¥1,200）

9・カタログスタンド 10・ダストBOX 11・ベルトパーテーション 12・販売用ワゴン

¥2,640（税抜価格¥2,400 ¥1,320（税抜価格¥1,200） ¥3,960（税抜価格¥3,600） ※別紙にて記載

¥2,640（税抜価格¥2,400） ¥1,980（税抜価格¥1,800） ※別紙にて記載 ※別紙にて記載

13・サインスタンド　S 14・L型ポップスタンド 15・ユニバーサルスタンド 16・32インチ液晶モニター・DVDプレーヤー

③白布

①450×1800テーブル

②600×1800テーブル

※その他テーブルサイズをご希望

の場合はお問い合わせください

※白もあります ※白もあります

※使用時別途¥4,400 ご請求

① 青 ｈ0.9×2ｍ

② 青 ｈ500×1.8ｍ

③ 赤 ｈ0.9×1.8ｍ

① 1500×750×800

② 600×900

① 32型液晶モニター

② DVDプレーヤー



■試食の提供時

試食提供者は作業前に手洗い・手指消毒をし、マスク・使い捨て手袋を着用しましょう。

試食は1食ずつ小分けにし、使い捨て容器を使用しましょう。

試食を作り置きする場合は、飛沫防止の為に、蓋かラップを掛けましょう。

爪楊枝・フォークなどは1食分ずつ添えて提供しましょう。

食べやすい・飲みやすいサイズで提供しましょう。

試食前に手指消毒を希望される場合の為に、消毒液を用意しましょう。

試食は直接手渡しするのではなく、お盆などを介して提供しましょう。

■廃棄物の処理について

マスク・フェイスシールド・使い捨て手袋などウイルスが付着しているおそれの

あるものや、試食・試飲に使用して唾液の付いたものは来場者自ら捨てて

もらえる様に蓋付きのゴミ箱を設置しましょう。

溜まったゴミは適宜袋の口を縛って廃棄物処理コーナーに捨てて下さい。

■試食の基本的な考え方

本展では試食試飲の提供が可能ですが、感染症対策の為、目に見える形で感染症対策を行い、

安心感のあるブース運営をすることで、ブースへの立ち寄りや商談件数の向上させましょう。

（１０）試食実演



■ゴミ箱の設置

会場にゴミ箱の設置はございません。

ゴミ箱・ゴミ袋は各出展社様にてご用意頂くか、レンタル申込にてご準備下さい。

ご用意される場合は密閉できる袋をご用意いただくか、蓋付きのゴミ箱をご準備下さい。

■試食用途品ゴミ処理

搬入出口に廃棄物処理コーナーを設けます。

各ブースごとにゴミ袋の口を縛って頂き、お持ち込みくださいますようお願い致します。

■ゴミ処理の線引き

廃棄物処理コーナーは試食用途品専用となっております。

コーナーでは廃棄物の分別表示やスタッフに従い、適切に処理をお願い致します。

ブース装飾などの廃棄物はお持ち込みにならない様、各出展社様でお持ち帰りください。

万が一不適切な廃棄物を廃棄物処理コーナーに持ち込みされた場合は、別途事務局より

廃棄処分費を請求させていただく場合がございます

（１１）廃棄物処理注意事項



■出展者証に関して

出展賞は事前に名簿を提出頂き、人数分の出展社パスをお渡しさせて頂きます。

感染症対策の為、関係者全ての名簿を記録する必要がございますので

7月30日金曜日までに別紙「関係者名簿申請書」名簿を事務局へお送りください。

■搬入出車両証に関して

搬入出の際には車両のダッシュボード上の車外から見える場所に掲示して下さい。

５小間以上の出展社様は、希望数量を事務局までご連絡ください。

上記以上の数量を必要とされる場合は、別紙「出展社証追加申込書」にてお申込みください。

（１２）各パス類について

出展付属品 １小間 ２小間 ３小間 ４小間 ５小間

招待券 50 100 150 200 300

出展社パス
（要名簿）

2 4 6 8 10

搬入出
車両証

1 2 3 4 5



■来場者対策

来場者の受付導線手指消毒および

検温機が設置されます。

入場後、ブース近辺にて、体調不良を

訴える来場者をお見かけした場合は

受付まで案内、誘導下さい。

■出展社様対策

当日、体調不良の場合はご無理をなさらない様に体調管理をお願い致します。

マスクの着用、マスクをしていても咳エチケットの配慮、手指消毒、手洗い、

よく手が触れる場所の拭き掃除、使い捨て手袋の使用、トングやトレーのこまめな交換等、

ご協力をお願い致します。

■来場者および関係者名簿

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、来場者様全ての名簿も記録いたします。

招待状裏面の記入欄を必ずご記入いただいた上、ご来場いただだけるよう招待状をお渡しの際は

ご案内いただけますと幸いです。

出展及び関係者につきましては、事前に名簿を提出いただきます。

改めまして、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申しあげます。

（１３）感染症対策の実施について



（１４）出展申込から当日までの流れ

出展事項・出店申込・その他申込書一式 を郵送・メール（希望出展者様）
にて送付いたしますので、ご確認お願いします。

出店申込【提出書類①（必須）】FAX・郵送・オンラインでの申込をお願いします。

期日２０２１年６月３０日（水）

申込書受領後、請求書をご送付いたしますので、指定口座にお振込みください

期日２０２１年７月１５日（木）

電気供給申込【提出書類②（任意）】FAX・郵送・オンラインでの申込をお願いします。

リース備品申込【提出書類③（任意）】FAX・郵送・TELにて申込をお願いします。

期日２０２１年７月１５日（木）

関係者名簿【提出書類④（必須）】FAX・郵送・オンラインでの提出をお願いします。

出展社証追加申込【提出書類⑤（任意）】FAX・郵送・オンラインでの申込をお願いします。

弁当申込【提出書類⑥（任意）】FAX・郵送での申込をお願いします。

期日２０２１年７月３０日（金）

８月１５日（日）会場への事前展示運営備品郵送指定
※元払い（発払い）にてをお願いします。

８月１７日（火）8：00～ 入館準備
9：45～ オープニングセレモニー
10：00～17：00 開催

８月１８日（水）10：00～16：00 開催
16：00～ 搬出・撤去

電気供給・リース備品・弁当手配 請求書を郵送いたしますので、
指定口座へのお振込をお願いします。

期日２０２１年８月３１日（火）

出展キャンセル規制（ア）５０%

出展キャンセル規制（イ）１００%

１・書類配付

２・出展申込

４・電気供給・リース備品申込

５・関係者名簿、出展社証追加・弁当申込

３・出展料の振込

６・事前運営備品郵送

７・出展社搬入 ８月１６日（月）

８・開催当日 ８月１７日（火）・１８日（水）

９・その他 振込

８月１６日（月）搬入準備 ホールＣＤ 10：00開始
ホールＡＢ他 14：00開始



（１５）宿泊優待のご案内


