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エアロマート名古屋

2021
出展者ガイド
2021 年 10 月 12 (火)～14 (木)
愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」
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1. 新型コロナウィルス対策
会場での予防措置と安全対策を講じ、参加者の皆様が安心して参加できるよう入念に準備をいたします。
出展者の皆様におかれましても新型コロナウィルス感染・拡大の予防にご協力お願いいたします。
［会場管理］
●入場時には、サーモグラフィーでの体温測定をします。発熱症状が認められた場合は、入場をお断り
させていただきます。
●搬入口及び非常口を常時一部開放し、空調と合わせ会場内の換気に努めます
●出入口及び会場内に消毒液の設置
●会場内やトイレ等の清掃の強化
●新型コロナウィルス接触確認アプリ「COCOA」を事前にインストールをお願いいたします
接触確認アプリのインストールはこちら
●最大会場内人数は約 1,000 名

［出展者へのお願い］
●発熱等の風邪症状が見られる方及び体調不良の方は参加をお控えください
●体調が悪くなった人は速やかに主催者事務局までご連絡ください
●当日は代表者 1 名が受付を行い、参加者パスの管理をお願いいたします
●会場内ではマスクを着用
●こまめな手洗いの奨励（携帯用手ピカジェルや除菌ウェットティッシュの携帯）
●握手の禁止
●ブース内に消毒液の設置
●ブース内の清掃を 1 日数回実施（共有物品やテーブル、椅子、タブレット、展示品、電源など）
●商談後にスタッフの手指の消毒
●会場内での飲食時の手指の消毒
●ブース内での紙コップ等による飲み物の提供や包装されていないお菓子等の配布はお控えください
※ペットボトルや缶等の飲料の配布は可
※アルコールの提供は禁止
●会場内での密集、商談時以外のブース内での密集にご注意ください
●商品パンフレットや会社案内などの資料はできるだけデジタル化で対応ください
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2. 日程

日

10 月 12 日（火）

10 月 13 日（水）

10 月 14 日（木）

セミナー

展示商談会・ワークショップ

展示商談会・ワークショップ

付

会

場

10／12

Aichi Sky Expo

(火)

ホール F

時

間

プ ロ グ ラ ム

12:00～

会場オープン

13:00-17:00

セミナー

12:00-18:00

搬入（出展者事前準備）

08:00～

会場オープン

10／13

Aichi Sky Expo

09:00-12:25

展示商談会・ワークショップ

(水)

ホール F

12:25-13:30

昼食

13:30-17:30

展示商談会・ワークショップ

08:00～

会場オープン

10／14

Aichi Sky Expo

09:00-12:25

展示商談会・ワークショップ

(木)

ホール F

12:25-13:30

昼食

13:30-17:00

展示商談会・ワークショップ

17:00-19:00

撤去

3. 当日の受付
会場到着後、参加者パスと参加者フォルダーを受付にて受け取とりください。
1 出展登録につきフォルダー1 部配布します。
参加者フォルダー内資料 :
商談スケジュール（商談スケジュールの最終版です）
参加者パス
公式カタログ（各社 1 部）

※受付での接触機会を減らすため、代表者 1 名が受付をし、参加者パスの管理をしてください。
※イベント当日の受付は混雑が想定されますので、時間に余裕を持って会場にお越しください。
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4. 設営準備
ブースの設営準備は 10 月 12 日（月）の 12 時～18 時です。
展示商談会の初日 13 日（水）は 8 時より会場を開けますので、簡単な準備は当日の朝一でできます。
ブース設営に必要な道具等は各自用意ください。
展示会場とセミナー会場は同じホール内にあります。セミナーへの入退場は自由にできますが、できるだけ
各講演の合間に移動をしてください。
出展準備のみのために来場する場合は、来場時受付にて出展準備パスを受け取りください。

5. 出展ブース詳細
基本パッケージとデラックスパッケージのパネルのサイズは横(990mm)×高(2500ｍm)です。
ポスターやパネル等の装飾はブースからはみ出すことのないよう準備ください。
基本パッケージ

デラックスパッケージ

プレミアムパッケージ

6m²ブース（3m x 2m）

12 m²ブース （6m x 2m）

24 m²ブース（6m x 4m）

付属品

付属品

付属品

・スポットライト×1

・スポットライト×2

・スポットライト×2

・商談机*×1（白色テーブルクロス付）

・商談机*×2（白色テーブルクロス付）

・商談セット×２(テーブル×１＋椅子×４)

・椅子×3

・椅子×6

・受付カウンターバー+ハイチェア

・カーペット

・カーペット

・カーペット*

・社名版**

・社名版**×2

・会社ロゴ×３

・電源（500W）

・電源（500W）

・電源（500W）

*商談机サイズ：W1800×D500×H700

*商談机サイズ：W1800×D600×H700

*カーペットとパネル内側の色は選択できま

**オンライン登録で登録する会社名が印字さ

**オンライン登録で登録する会社名が印字さ

す。詳細は「電源・追加備品・装飾」項目の

れます

れます

オプション資料をご確認ください。

不用な付属品は事務局にて撤去できます

ブース準備
ポスターやパネルの貼付、製品展示、その他装飾は自由にできます。展示品等がブースのサイズに適応するか
十分に確認ください。パネルへの穴あけはご遠慮ください。大きな音の出る機械や音響システムの使用はお控
えください。
事前マッチングによる商談設定の他、会場での商談機会として自社ブースに足を止めてもらえるように事業
概要が一目で分かるパネルやポスター、展示品等を準備頂くとより効果的です。
多数の来場者が来るイベントではありませんので、紙媒体の資料は少なめに用意しデジタル化で対応ください。
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ブース準備についての参考資料
他のイベントでの会場写真です。ブース準備の参考にしてください。
・エンジンフォーラム神戸
・エアロマート・トゥールーズ（フランス）
・エアロマート・モントリオール（カナダ）

6. 備品レンタル・装飾
設営業者
エアロマート名古屋のブース設営は株式会社大和工芸が担当します。
オプション備品・装飾
注文及びお支払いは直接担当業者にご連絡ください。各項目の詳細は下記オプション資料をご確認ください。
［オプション備品］
備品の持ち込みもできます。
［装

飾］

製品の展示やブース装飾は自由にできます。商談をメインとしたイベントですので、手の込んだ装飾は
不要です。
●オプション備品＆装飾案内（基本＆デラックスパッケージ用）
https://aeromartnagoya.com/images/downloads/JP/Basic_and_Deluxe_Package-Equipment_and_DecorationJP.pdf
●オプション備品＆装飾案内（プレミアムパッケージ用）
https://aeromartnagoya.com/images/downloads/JP/Premium_Package-Equipment_and_Decoration-JP.pdf
●オプション備品＆装飾申込用紙
- PDF申込用紙（https://bit.ly/3rFvb68）
- エクセル申込用紙（添付）

申込＆支払い期限
〇備品レンタル・装飾の申込期限：9月27日（月）
〇備品レンタル・装飾の支払期限：10月1日（金）

【連絡先】
株式会社大和工芸
〒454-0841 名古屋市中川区押元町 1-87
担当: 酒井
Tel: 052-361-5561
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Email: tenji@daiwa-web.co.jp

7. 昼食
Aichi Sky Expo のフードコートや Shop をご利用ください。混雑を避けるため、商談の終わった方から昼食を
お取りください。時間に余裕のある方はセントレアのレストランもご利用ください。
-

フードコートメニュー（https://bit.ly/3h498CI）
Shop（フードコート横のコンビニエンスストア）※テイクアウトのみ
中部国際空港セントレアのレストラン（https://bit.ly/36166IN）※Aichi Sky Expo より徒歩 10 分

8. 交流会（開催中止）
新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されている状況を踏まえ、10 月 13 日（水）に予定をしていました
参加者向けの交流会の開催は中止とさせていただきます。交流の機会を楽しみさにされていた皆様には、ご迷惑
をお掛けして誠に申し訳ございません。ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

9. オンライン商談
渡航のできない海外企業や来場のできない一部バイヤーとはオンライン商談で対応をします。オンライン商談
は会場内に設置するオンライン商談ブース（PC 完備）で実施します。
オンライン商談ツールは Webex Meetings を使用します。オンライン商談用の URL は主催者にて準備をし、
商談スケジュールに記載します。詳細は別途ご案内いたします。

10. インターネット
Aichi Sky Expo の無料インターネット（Wi-Fi）サービスを利用できます。「Aichi_Sky_Expo_Free」を
選択し、画面の案内に沿って接続してください。
自社ブースにて自社のパソコンやタブレットを使用してオンライン商談を実施する場合は、各社 1 デバイス
に限りエアロマート専用 Wi-Fi に接続できます。接続用パスワードは当日受付にお問い合わせください。

11. 出展品の事前配送
会場へ事前に展示品等を配送する場合、配達日は 10 月 11 日（月）12 時～17 時 又は 10 月 12 日（火）9 時
以降に指定ください。指定時間以外の受け取りには対対応できませんのでご注意ください。宛名にはイベント
名・会社名・ブース番号を必ずご記入ください。ブース番号は 9 月 27 日（月）頃に確定予定です。
«エアロマート名古屋 2021（出展者名〇〇〇 / ブース番号）»
愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホール F
〒479-0881

愛知県常滑市セントレア 5 丁目 10 番 1 号

※運送業者の指定はございません
※運送会社又は主催者にて各ブースへ荷物を運びます。荷物の紛失・破損・汚れ等には主催者は一切の責任を
負いません。
ヤマト運輸利用による事前配送
搬出時の会場での集荷はヤマト運輸に依頼をします。往路便（事前配送）も利用希望の場合は下記注意事項を
ご確認ください。
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ヤマト運輸ご利用時の注意事項：https://bit.ly/3jQXnRj
・10 月 9 日（土）までの発送にご協力ください
・上記注意事項 3 ページ目にある荷物札をヤマト運輸の伝票横に貼り付けてください
・荷受け可能サイズ：3 辺の合計が 200 ㎝以内かつ 30 ㎏以内

※一辺の長さは 170cm まで

12. 撤去
展示品等の撤去は10月14日（木）17時～19時の間に行ってください。
搬出時の荷物の集荷

※運送業者の指定はありません

ヤマト運輸による集荷を希望する方は、17時30分までに送り状を貼付し梱包した状態で荷物を会場内クロネコ
ヤマトブースまでお待ちください。着払い、もしくは元払い（現金不可。電子マネー・コード決済のみ）での
受付です。翌日発送になるため、お届けまで1～3日掛かります。送り状は会場にて配布します。
〈ヤマト運輸搬出マニュアル〉
●ヤマト運輸搬出マニュアル ※エクセル資料（添付）
https://aeromartnagoya.com/images/Logistics/Yamato_move_out_guide.pdf
●ヤマト復路伝票事前作成依頼状 ※エクセル資料（添付）
https://aeromartnagoya.com/images/Logistics/Yamato_outbound_shipping_letter_of_request.pdf
〈集荷可能サイズ〉
3辺の合計が200㎝以内かつ30㎏以内 ※一辺の長さは170cmまで
※規格外の荷物は集荷できませんのでご注意ください
【注】
展示品等の管理には十分にご注意ください。展示品等の損害及び盗難等について主催者は一切責任を負いま
せん。10 月 14 日（木）19 時までに撤去されずに残っている展示品等は、主催者が適当と思われる場所に
出展者の負担と責任のもと移動・保管します。

13. 通訳
1 出展登録につき、通訳パスを 1 枚無料で配布します。
通訳を希望の方は、直接お問い合わせください。社内のスタッフが通訳対応する場合は通訳パスの対象外です。
通訳パスではセミナー及び交流会には参加できません。
通訳派遣会社のご案内
株式会社インターグループ 名古屋支社

株式会社コングレ・グローバルコミュニ

株式会社ミックインターナショナル

ケーションズ 中部支社
担当：渡部（わたなべ）

担当：荒木

担当：栗木

Tel：052-581-5300

Tel：052-212-9680

Tel：052-955-3333

Email：sales-ngo@intergroup.co.jp

Email：n-interp@congre-gc.co.jp
Email：management@mikintl.jp
※上記以外の企業にもお申し込みいただけます

10 月 8 日（金）までに通訳者の氏名を日本語と英語でお知らせください。
参加者ページへのオンライン登録は不要です。
abe 日本事務所 担当：伊藤亜希子

Email：AIto@advbe.com
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Tel : 080-9735-0933

14. エコフレンドリーなイベント
展示会での廃棄やゴミの削減など、環境を配慮した運営にご協力ください。
●パンフレット等余った紙の資料はお持ち帰りください
（デジタル化対応をし、紙の資料は少なめに用意ください）
●ポスターやパネル、その他装飾等は再利用をお願いします

15. オンライン展
エアロマート名古屋2021はリアル+オンラインのハイブリッド開催いたします。ブース出展を申し込みした
企業は、もれなくオンライン展にも出展できます。詳細は別途ご案内いたします。
［バーチャルブースイメージ］

［カスタマイズできる項目］

Logo
-サイズ：512×512 pixels
-形式：jpeg, jpg, png
※正方形にしてください

Brochure
パンフレット等

Video
YouTube 又は Vimeo
※画像をアップして URL を
リンク可

Poster
-サイズ 320×210 pixels
-形式 jpeg, jpg, png
※URL をリンク可
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Info
-サイズ 146×233 pixels
-形式 jpeg, jpg, png
※URL をリンク可

16. イベントまでの流れ
オンライン登録情報変更期限

9 月 26 日（日）
会社情報・参加者の登録を期限までに完了してください。

オンラインマッチング開始

9 月 27 日（月）
フランス時間 10h 開始（予定）

専用サイトにてマッチングの手続きをお願いします：
① 商談を希望する企業に商談のリクエスト申請
② 御社との商談を希望する企業からの商談オファーに対する回答

オンラインマッチング終了

10 月 7 日（木）
オンラインでのマッチングをもとに商談をアレンジします。

商談スケジュール確定

10 月 9 日（土）
フランス時間 10h 迄（予定）

確定の案内メールの後、商談スケジュールは参加者ページにて確認できます。

エアロマート名古屋 2021
10 月 12 日（火）～14 日（木）

※一部日程は変更になる場合があります
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17. 会場アクセス
愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホール F
〒479-0881

愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

会場アクセス
https://www.aichiskyexpo.com/access/

中部国際空港からのアクセス
徒歩 5 分

新幹線でのアクセス
名古屋駅

名鉄名古屋駅

名鉄中部国際空港駅

Aichi Sky Expo

最速 28 分
名鉄常滑線

徒歩約 8 分

徒歩 5 分

車でのアクセス
名古屋高速
名二環

大高料金所より
知多半島道路へ

半田中央 JCT でセン
トレア方面に分岐
約 20 分

りんくう本線料金所
を通過し、空港島へ
約 15 分

Aichi Sky
Expo
約1分

駐車場のご案内
https://www.aichiskyexpo.com/access/#parking
展示会の参加者には駐車料金の割引があります。駐車料金ご精算の前に、会場に設置されている割引認証機に
駐車券をお通しください。
料金
車

種

駐
車

普通車

1 時間あたり

300 円

24 時間まで

駐車場台数

施設利用時

施設利用以外

800 円

1,600 円,

料
金

大型車

1,000 円

1,900 円

5,000 円

二輪自動車

100 円

500 円

500 円
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3,477 台
うち大型車用 63 台
うち障がい者用 40 台
うちヘルプマーク用 3 台

30 台

18. 宿泊
1
ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋

交流会予定会場

HTTPS://WWW.ANACROWNEPLAZA-NAGOYA.JP/

〒460-0023

名古屋市中区金山町一丁目 1 番 1 号

〈宿泊予約〉
TEL. 052-683-4240
Email : room-rsv@anacrowneplaza-nagoya.jp m-rsv@anacrowneplazanagoya.jp
◆会場までのアクセス
名鉄金山駅まで徒歩 1 分。空港特急ミュースカイで
中部国際空港駅まで約 25 分。空港駅より徒歩 5 分。

2
1
名古屋マリオットアソシアホテル
HTTPS://WWW.ASSOCIA.COM/NMA/
〒450-6002 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4
TEL. 052-584-1111（代表）
◆会場までのアクセス
名鉄名古屋駅まで徒歩 3 分。空港特急ミュースカイで
中部国際空港駅まで約 28 分。空港駅より徒歩 5 分。

3
コンフォートホテル中部国際空港
HTTPS://WWW.CHOICE-HOTELS.JP/HOTEL/CENTRAIR/

〒479-0881

愛知県常滑市セントレア 4 丁目 2-3

〈宿泊予約〉
TEL. 0569-38-7211
Email：centrair@choice-hotels.jp
◆会場までのアクセス（徒歩約 5 分）

4
フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港ホテル
HTTPS://WWW.MARRIOTT.CO.JP/HOTELS/TRAVEL/NGOFP-FOUR-POINTSNAGOYA-CHUBU-INTERNATIONAL-AIRPORT/

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア 4 丁目 10-5
TEL. 0569-84-8888（代表）
◆会場までのアクセス（徒歩約 8 分）
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