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北洋銀行ものづくりテクノフェア運営事務局 北電興業（株）広告部
〒060-0031 札幌市中央区北1条東3丁目1番地
　　0120‐000‐641　FAX（011）281‐1302　受付／平日9:00～17:00
E-mail :monotec@hokudenkogyo.co.jp

アクセスサッポロへの交通

1.規約の履行
出展者は本規約及び主催者から提示された募集要項等を遵守しなくてはなりま
せん。これらに違反したと主催者が判断した場合、主催者は、その時期を問わず出
展申し込みの拒否、出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更を命じる
ことができます。その際、主催者の判断・根拠等は公表いたしません。また、出展者
から事前に支払われた費用の返還及び出展取り消し・小間・展示物・装飾物の撤
去・変更によって生じた出展者及び関係者の損害も補償いたしません。
2.出展資格
出展者は主催者が定める本フェアの開催趣旨に沿う企業・団体に限定し、反社
会勢力に該当しないことを表明の上、申し込みすることとします。主催者は出展
基準に従い出展審査を行い、出展基準を満たすか否かを決定する権利を持ち
ます。なお、審査内容、出展基準については公表いたしません。
3.出展者の選考
応募多数の場合は、主催者側で協議し選考させていただきます。
4.出展申し込み及び出展料のお支払い
（1）本フェアは、出展・商談会申込書兼確認書を主催者が受領し、出展料請求 
　　書を出展申込企業・団体に送付の上、入金が確認できた時点で正式な申し
　　込みとします。
（2）請求書に記載された支払期日までに出展料のお振り込みがない場合は、
　　主催者は申し込みを取り消す権利を持ちます。なお振込手数料は出展者が
　　負担するものとします。
5.出展の取り消し
（1）主催者が出展決定を通知した後の出展取り消し・解約は認められません。た
　　だし出展者のやむを得ない事情により、出展の取り消し・解約をする場合は、
　　出展者は書面にて主催者に届け出た上、規定のキャンセル料を主催者に
　　支払わなければなりません。
（2）キャンセル料
　　・出展確定通知後から2017年5月31日（水）まで：出展料の50％
　　・2017年6月1日（木）以降：出展料の全額
6.小間位置の決定
小間位置は主催者が出展内容、出展希望区分、会場構成等を考慮して決定し
ます。ただし、出展状況の変動により会場レイアウトの変更等が行われても、出
展者は主催者に対する異議申立てならびに賠償責任等を問う事はできません。
すべて主催者に一任されます。
7.小間の転貸等の禁止
出展者は自社・団体分の小間を主催者の承諾なしに転貸・売買・交換、あるいは
譲渡することはできません。
8.書類の提出
出展者は主催者から書類の提出を求められた場合、指定期日までに届け出なけ
ればなりません。期日に遅れた場合、出展申込事項を履行するか否かを決定する
権利を主催者側は持ちます。
9.展示に関する規定
（1）出展・商談会申込書兼確認書に記載された内容等が展示対象です。
（2）出展者は、出展・商談会申込書兼確認書に記載された内容に変更が生じた
　　場合、速やかに主催者に連絡しなければなりません。

（3）装飾・展示物等の搬入・搬出及び展示方法等は、主催者の提供する各種
　　要項等に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
（4）出展者は、通路など自社・団体の小間以外の場所で、展示、宣伝、営業行
　　為等を行うことはできません。
（5）本フェア会場での商品販売は禁止いたします。
（6）出展者は、強い光、熱、臭気、または大音響を放つ実演等の他の出展者の
　　迷惑となる行為または、近隣の展示を妨害してはいけません。
　　妨害の有無や実演等が他の出展者に多大な迷惑を与えているか否かは
　 主催者が判断し、その中止・変更を命じることができます。また、出展者はそ
　 れに従うものとします。
（7）出展者は、本フェア会場に適用されるすべての防火及び安全法規・行政
　　指導を遵守しなければなりません。
（8）本フェア会期中及び会期後に来場者・出展者等に対し迷惑のかかる行為
　（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害、またはそれらに類する行為）
　 があったと主催者が判断した場合、出展中止または次回以降の出展申込
　 拒否等の申し入れを主催者は行う権利を持ちます。また、出展者はこれに従
　　うものとします。
（9）本フェアにおける展示・運営において、出展者が会場の施設・備付物件を
　　損傷または紛失したときは、会場と打ち合わせのもと、出展者の責任と負担
　　において現状復旧していただきます。
10.賠償責任
（1）主催者はいかなる場合においても、出展者が展示スペースを使用すること
　　によって生じた人及び物品に対する傷害・損害等に対し、一切の責任を負
　　いません。また、出展者の不注意等によって生じた本フェア会場内及びその
　　周辺の建築物・設備に対するすべての損害について、一切責任を負いません。
（2）主催者は、天災その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止に
　　よって生じた出展者及び関係者の損害は補償いたしません。
（3）主催者は、自然災害・交通機関の遅延・社会不安によって生じた出展者及
　　び関係者の損害は補償いたしません。
11.商談の自己責任原則
（1）本フェアは「商談の場」「情報交換の場」として、不特定多数の業界関係者
　 が来場します。
（2）来場者の信用状況等を主催者側が保証するものではありませんので、ご商
　　談やお取引等については、出展者及び来場者がご自身の判断と責任で行
　　ってください。
（3）ご商談やお取引の内容等については、主催者側は関与せず、一切の責任
　　を負いかねますので、ご了承ください。
12.法的保護等
本フェアにおけるアイデアの模倣及び商談等に関するトラブルには、主催者は
一切の責任を負いません。出展内容は一般公開となりますので、特別なノウハ
ウ等についての知的財産権は出展者の責任において対応してください。
13.申込情報の取り扱い
出展・商談会申込書兼確認書にご記入いただいた個人情報を含む申込情報は、
本フェアの運営のほか、本フェアの事前事後のビジネスマッチング及び北洋銀
行からの各種ご案内に利用させていただきます。

お問い合わせ

北洋銀行ものづくりテクノフェア2017　出展規約

会場への交通

タクシー利用の場合

www.hokuyobank.co.jp

2017年7月20日●
10：00～17：00

木

アクセスサッポロ
北海道札幌市白石区流通センター4丁目

■日時／2016年7月21日（木）　■場所／アクセスサッポロ
■出展者数／228社・団体　　　　■来場者数／約4,800名出展予定／約230社・団体　来場予定／約5,000名規模 テクノフェア2016開催実績

出展のご案内

北洋銀行
ものづくりテクノフェア

2017

北洋銀行
ものづくりテクノフェア

2017

日 時

会 場

会場は、大谷地流通センター内に位置し、新千歳空
港から約30ｋｍと恵まれた立地条件にあり、札幌市営
地下鉄東西線南郷18丁目駅より1.6ｋｍ、大谷地駅
より1.8ｋｍです。国道12号線に近接しており、タクシ
ー、自家用車での利用も便利です。

南郷18丁目駅より1,000円程度地下鉄東西線

無料シャトルバス運行地下鉄大谷地駅より

無料駐車場
約1,100台

アクセスサッポロ/札幌市白石区流通センター4丁目

主　　　催：北洋銀行
後援（予定）：経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市、（一社）北海道機械工業会、

北海道経済連合会、（一社）北海道商工会議所連合会、（一社）北海道中小企
業家同友会、札幌商工会議所、（独）中小企業基盤整備機構 北海道本部、国
立研究開発法人 産業技術総合研究所北海道センター、（地独）北海道立総合
研究機構、（一社）北海道発明協会、（公財）北海道中小企業総合支援センター、
（公財）北海道科学技術総合振興センター、北海道自動車産業集積促進協議
会、札幌証券取引所、（一財）省エネルギーセンター 北海道支部、（公財）北海道
環境財団、（一財）さっぽろ産業振興財団、ＥＭＳ－ＪＰ北海道支部、（株）北海道
二十一世紀総合研究所、国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所、旭
川商工会議所、（公財）函館地域産業振興財団、（公財）大田区産業振興協会

協力（予定）：北海道大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学、札
幌医科大学、札幌市立大学、東京農業大学 オホーツク実学センター、函館工業
高等専門学校、苫小牧工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、旭川工
業高等専門学校

特別協力（予定）：（株）青森銀行、日本政策金融公庫 札幌支店、札幌信用金庫、空知信用
金庫、苫小牧信用金庫、旭川信用金庫、帯広信用金庫
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銀行のネットワークを活用した
マッチング支援

後援・協力団体をはじめ、あらゆるネ
ットワークを活用して道内外の企業・
団体を招聘し、より多くのビジネスマ
ッチングの創出につなげます。

出展効果を高めるための
幅広いPR活動

出展内容を掲載したパンフレットを
作成し、関係業界・団体に幅広く配
布して本フェアの開催を対外的に
PRするとともに、各種媒体を活用し
効果的な来場動員を図ります。

展 示 会

開催趣旨：優れた技術や製品を有する中小企業、大学、支援機関等が一堂に会する場を提供し、販路拡大や
企業間連携の促進、情報交換や技術交流を通じて、北海道のものづくり産業の振興を図る。 

道内企業と道内大学、高専、公設試等の共同研究発掘フェア
開催時間：13:00～17:00（予定）　会場：アクセスサッポロ

■主催（予定）：道内大学、高専、公設試　
■後援（予定）：北洋銀行、北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会　
■お問い合わせ：北海道大学産学・地域協働推進機構　
　　　　　　　TEL011-706-9561　 E-mail: event@mcip.hokudai.ac.jp

道内大学、高専、公設試の研究者が企業向けに、研究内容や研究室（設備や特徴など）をわかり
やすく紹介します。研究者との個別面談が可能で、大学等との共同研究のきっかけを創ります！
また、各大学等のコーディネータが共同研究の仕組みやメリットを具体的に説明します。
主な対象：大学等との共同研究に関心がある、あるいは実施する意欲がある道内企業

商 談 会

同日
開催



商談相手（来場者）

A. 出展対象

展示会 商談会

「食品加工機械」「環境・エネルギー」「金属・機械・自動車」
「電気・電子」「IT・ソフトウェア」「暮らし（衣・食・住）」「その他製造」
「産学官金連携」の分野で優れた技術、製品・商品を有する企業、
研究機関、関係団体

B. 募集小間数・小間規格
■募集小間数／240小間（予定）　
■1小間／幅：3m　奥行き：2.7m

W3,000×D2,700×H2,400
W1,000×H2,400×7枚
W1,800×H200×1枚
W1,800×D450×H700×1本
W1,800×D450×H700×1本
4脚
2口コンセント（100V）×1個（後日、ご使用の有無を確認いたします）

サイズ  
システムパネル 
社名板  
展示用テーブル 
商談用テーブル 
椅子  
コンセント

C. 費用
■出展料／1小間　64,800円（税込）
※小間の基本設備は出展料に含まれます。
※備品レンタル費、出展物・機材運搬費、旅費、光熱水道費、通信回線費等は出展料に
　含まれません。

D. 出展料のお支払い
・出展確定の通知に合わせて、出展料の請求書を送付いたします。

E. 申込締切日

2017年4月20日（木）
※申込締切前に募集小間数に達した場合は、申し込みを締め切ることがありますので、

　ご了承ください。

F. 申込方法

〈注意事項〉
■小間運営
・会場には必ず出展される企業・団体のご担当者様が常駐し、出展
　物の説明及び商談を行ってください。
・小間装飾は各自でご準備をお願いいたします。
・試飲食や販売行為、火気及び危険物の取扱いは、一切禁止して

■駐車場
アクセスサッポロの第1～第3駐車場（無料：約1,100台）をご利用
いただけます。
※会期中、第1・2駐車場は来場者専用とし、出展者様のご利用は第3駐車場のみとさ
　せていただきます。
※搬入日夜間の留置きはできませんのでご注意ください。

■設営等について
●小間の2次装飾については、別途有料となります。
●以下の備品等は、別途有料にて申し受けいたします。
　基本設備以外の会議用テーブル、椅子、アームスポット、パネル
　スタンド、プロジェクター、白布（防災加工）、受付カウンター、　
　DVDプレーヤー等
●インターネット回線
　Bフレッツ（光高速回線）を別途有料にて小間に設置いただけます。
　利用については運営事務局までお問い合わせください。
●給排水（有料）の利用については、運営事務局までお問い合わせ
　ください。

北洋銀行 ものづくりテクノフェア 2017

出展のお申し込みは、下記の要領でwebサイトよりお願い
します。

●運営事務局への出展・商談会申込書兼確認書の提出の
　みでは、出展確定となりません。出展が確定した企業・
　団体様へは5月中旬頃お知らせいたします。
※掲載写真をメール送信できない場合は、パンフレットなどを北洋銀行ものづくり
　テクノフェア運営事務局まで郵送してください。
※出展・商談会申込書兼確認書にご記入いただいた出展希望区分・出展者
　紹介パンフレット原稿及び出展者紹介パンフレット掲載写真は、運営事務
　局が制作する広告物等（ホームページ等電子媒体含む）にて公表させてい
　ただきますので、ご了承ください。

右記URLにアクセス　http://hokuyo-monotec.jp/entry/

出展・商談会申込書兼確認書（エクセルファイル）をダウンロード

必要事項を入力

北洋銀行ものづくりテクノフェア運営事務局
〈北電興業（株）広告部〉へ出展・商談会申込書兼確認書と

写真データをメール送信

出展確定のお知らせ（5月中旬頃）

小
間
の
基
本
設
備

北洋銀行出展者
売りたい企業

商談相手
買いたい企業

展示会

商談会

全　体
スケジュール

3月 4月 5月 6月 7月

〈開催までの主なスケジュール〉

■備品レンタル
　申込等各種
　申請書類提出

7月19日（水）
搬入・設営

7月20日（木）
フェア開催

　支払期日までに指定口座にお振り込みください。（振込手数料は
出展者様の負担とさせていただきます。）
・出展確定通知後の取り消しは原則としてお受けできません。ただし
主催者がやむを得ない事情があると認めた場合は取り消しに応じ
ますが、規定のキャンセル料を申し受けます。予めご了承ください。

■キャンセル料
出展確定通知後～2017年5月31日（水）………出展料の50％
2017年6月1日（木）以降…………………………出展料の全額

商談会の概要

商談までの主な流れ（事前アポ調整方式）

○事前に商談アポイントを調整！！

○商談当日
●20の専用ブースを設置
●事前決定した商談相手と商談

●1商談あたり20分を確保
●1社最大16回の商談可能

マッチング調整

○道内ものづくり企業や大学、支援機関等が一堂に集合する、東日本最大級のものづくり商談会です。
　・主催者（北洋銀行）が事前に参加企業のニーズを把握し、商談相手、時間を調整。 
　・商談当日は20の専用ブースを設置し、有効かつ効果的な商談が可能。

○昨年の実績
　・昨年は、全体で1300件の商談を実施。来場者だけでなく、出展者同士の商談も可能。

商談当日

■出展者紹介パンフレット制作

■4月20日（目）・出展申込締切

■出展決定通知、出展料請求書、
　出展マニュアル等送付

■4月30日（金）・出展者決定（予定）
■4月20日（木）・出展申込締切

■出展確定通知、出展料請求書、
　出展マニュアル等送付

■4月28日（金）・出展者決定（予定）
■出展者証、
　会場図等
　送付

■商談表
　送付

■来場者募集

■マッチングの調整

■出展者紹介パンフレット配布■出展者紹介パンフレット配布

※都合により、仕様変更の可能性があります。予めご了承ください。

小間姿図 平面図
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マッチングの調整

出展者紹介パンフレット制作・配布

出展者との商談希望

○道外企業との「遠隔TV商談」も可能
　・タブレットを利用した「道外企業」との遠隔TV商談を、当日会場で実施予定です。
　・商談希望先は個別企業のほか、希望業種のみの指定でも可能な限りコーディネートいたします。
　※商談相手は、青森県・静岡県・東京都大田区・名古屋市内エリアの企業を予定しています。
 

■出展・商談会申込書兼確認書提出
　（運営事務局へメール送信）

商談表の送付 商談相手企業、商談ブース、商談スケジュールなどの情報を運営事務局からお知らせします。

商談相手の意向を確認いたします。

他の出展者との商談も可能です。パンフレット配布時に商談の申込書をお送りします。

商談相手の希望

商談申込 右記URLにアクセス（http://hokuyo-monotec.jp/entry/）し、出展・商談会申込書兼確認書
の必要事項を入力の上、E-mailで運営事務局にお申し込みください。

商談相手（出展者）の希望

出展者

出展・商談会申込書兼確認書の必要事項記入欄に商談相手の企業名をご記入ください。

おります。

募 集 要 項


