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Water Yokohama 2012

１．名 称： 第９回水道技術国際シンポジウム 展示会

「 Water Yokohama ２０１２ 」

２．主 催： 第９回水道技術国際シンポジウム実行委員会

３．会 期： 平成２４年１１月２０日(火)～２２日(木)

午前９時～午後５時まで（但し、最終日は午後４時まで）

４．会 場： パシフィコ横浜 展示ホールA（３,３００㎡）

〒２２０-００１２ 神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１
TEL：０４５-２２１-２１２１(総合案内）

５．参加費： 無料

６．来場対象： シンポジウム参加者、一般市民及び学生他

７．出展数： １２０小間（予定）

８．展示会場内構成： ①企業展示ブース(水道関連企業による水道による製品紹介ブース)

②公的機関ブース(国、水道事業体、行政法人等PRブース)

③その他ブース(防災対策等の展示、その他企画展)

④イベントステージ

⑤ 休憩コーナー

９．展示会事務局： 展示会全般に関するお問い合わせ

株式会社ムラヤマ

〒１１２-０００４ 東京都文京区後楽２－１３－１０

担当：関谷、飯沢

TEL：０３-３８１３-１２０２ FAX：０３-３８１３-４０９０

E-mail：Waterexhibition@murayama.co.jp

1. 開 催 概 要
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Water Yokohama 20122. 会場周辺・アクセスMAP
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Water Yokohama 20123. スケジュール

11/19
（月）

11/20
（火）

0:00 9:00 20:00

事務局工事
0:00〜9:00

出展者装飾工事・製品搬入
9:00〜20:00

11/21
（水）

11/22
（木）

8:00

展示会開催
9:00〜17:00

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

9:15

準

備

準

備

17:00 18:00

準

備

準

備

準

備

展示会開催
9:00〜17:00

展示会開催
9:00〜16:00

20:0016:00

撤 去

※11/19（月）出展者装飾工事及び製品搬入・展示は20:00までに完了させて下さい。

※11/20（火）9:00〜9:15展示ホールA入口でオープニングセレモニーが行われます。

※開催期間中、出展者は8:00より入場できます。退出は18:00までにお願いします。

※搬入・出スケジュールの詳細は9ページをご参照下さい。
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■パシフィコ横浜
〔〒220-0012 横浜市西区みなとみらい１－１－１〕

■ パシフィコ横浜 展示会場設備

展示面積 ホールA：３，３００㎡

天井高 ホールＡ：１３～１９m

床構造 コンクリート（展示ホールA）

床耐荷重 5ｔ／m2 （ピット蓋上は1t/㎡）

搬入出口 W７０００×H４５００（海側）、W６４００×H４５００（陸側）

給・排水設備

天井照明設備

床面平均照度

展示会用電力

会場内ピット使用

水銀灯７００W 72灯

５００ルクス

単相３線式２００/１００V、三相３線式２００V

4. 展 示 会 場 概 要
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Water Yokohama 20125. 会場サービス施設
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レストラン

種類 店舗名 場所

喫茶 パシフィコティールーム 会議センター2F

カフェテリア ベイブリッジカフェテリア 会議センター6F

蕎麦・饂飩 濱屋玄衛門 展示ホール2Fコンコース内

軽食・喫茶 ハーベジカフェ 展示ホール2Fコンコース内

軽食・喫茶 横濱ミルクホール 展示ホール2Fコンコース内

レストラン リストランテ アッティモ 展示ホール2F海側

レストラン DANZERO（ダンゼロ） 展示ホール2F海側

レストラン 海鮮びすとろ ピア２１ ぷかりさん橋2F

軽食・喫茶 ふれあいショップみなと 臨海パーク

1

1

3

4

5

6

7

8

9

ショップ

種類 店舗名 場所

コンビニエンス
ストア

デイリーヤマザキ 展示ホール1FホールA側

ビジネスセン
ター

ビジネスセンター 会議センター1F

ビジネス＆サービスセ
ンター

展示ホール2Fコンコー
ス

2

1

4
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（１）開催スケジュール

※1. 9：00～9：15迄、展示ホールA入口で開会式が行われます。

13：30～16：00迄、展示ホール内イベントステージで指定給水工事事業者向け講習会。

※2. 9：15～12：00迄、展示ホール内イベントステージで海外研修員によるカントリーレポートを発表。

※3. 9：15〜12：00迄、展示ホール内イベントステージで海外研修員によるカントリーレポートを発表。

14：00～16：00迄、展示ホール内イベントステージで横浜市水道局の市民イベントが行われます。

（２）展示会場への入場

出展者は、展示会事務局より配布される出展者バッジの着用によって会期中の入退場が可能です。

出展者バッジは、予め【No.1出展者バッジ・車両証申請書】にて申請された枚数を設営日に会場入口

脇の展示会事務局にて配布いたします。

※ 別紙【 No.1出展者バッジ・車両証申請書】にて出展者バッジの必要枚数を申請してください。

申請のない場合は原則として配布できません。（3枚/1小間、最大24枚）

※ 出展者証によるシンポジウムへの参加はできません。参加希望の方は、会議センター2Ｆロビーの

参加受付にてご登録の上、ご参加ください。

(３) 海外からの出展物

当会場は、保税展示場指定を受けておりません。海外から直接展示品を送られる場合は、出展者に

て通関手続きを行ってください。

（３）出展物の管理と免責

展示会事務局では、会期中は出入口に警備員を配置するなど会場の保全・管理に最善の注意を払い

ますが、出展物の保全については、出展者自身で行なってください。

また、盗難・紛失などを含めたあらゆる原因から生じる損失または損害について、展示会運営事務局

はその責任を負いませんので予めご了承願います。

（４）損害賠償

出展者は、自己またはその代理人の不注意などによって生じた会場設備、または展示会の建造物、

人身などに対する一切の損害賠償について責任を負うこととなりますのでくれぐれもご注意ください。

（５）会場内全面喫煙の禁止（指定場所をご利用ください）

６．総 則

11月20日（火）

11月21日（水）

11月22日（木）

9：00～17：00※1

9：00～17：00※2

9：00～16：00※3

展示会開催

- -7



Water Yokohama 20127. ガイドブック
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提出期限 10 月 19 日（金） 17:00 まで 

E-mail :  inquire-wst@convention.co.jp 

担当者連絡先  

貴 社 名 

     

 

住   所 〒

     

 

 

     

 

御 担 当 者 氏 名 

     

 

 所属部署 

     

 

 T E L 

     

 

 F A X 

     

 

 E - M A I L 

     

 

 

会社案内  

所 在 地 住    所 

     

 

 E - M A I L 

     

 

 U  R  L 

     

 

代 表 者 

     

 

資 本 金 

     

 

設   立 

     

 

従業員数 

     

 

事 業 所 

     

 

担当部署 

     

 

営業品目 

     

 

 

 

会社特色 

     

 

 

 

 

【重要】 出展者紹介について  
来場者向けに展示会場のフロアマップ及び出展者の紹介文を掲載した展示会場案内を作成いたします。出展者紹

介に掲載する自社紹介文を下記に全角500文字若しくは半角1000文字（1000word）以内でご記入下さい。なお、案内

は日英併記としますため、日本語・英語の原稿をご提出下さい。 

日
本
語 

     

 

英
語 

     

 

 
 

 

 

■ 準備の都合上、10 月 19 日（金）17 時までに E-mail にてご提出下さい。 

第 9 回水道技術国際シンポジウム 展示会事務局 

日本コンベンションサービス株式会社  内 （担当：山中、舛岡） 

TEL : 03-3508-1246（平日 9:30～17:30）/ FAX : 03-3508-1710 / E-mail : inquire-wst@convention.co.jp 

第 9 回水道技術国際シンポジウム 展示会 

展示会場案内用出展者紹介文記入用紙 
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（１）スケジュール

搬入・搬出は下記のスケジュールで行ないます。作業の都合上やむを得ず規定時間を超える場合は、
必ず展示会運営事務局までご連絡ください。

8. 搬 入・搬 出

11/19
（月）

11/20
（火）

0:00 9:00 20:00

事務局工事
（基礎小間等設置）

出展者装飾工事・
製品搬入

11/21
（水）

11/22
（木）

8:00

展示会開催

9:15

準

備

準

備

17:00 18:00

準

備

準

備

準

備

展示会開催

展示会開催

20:0016:00

撤去・搬出

※11/19（月）出展者装飾工事及び製品搬入・展示は20:00までに完了させて下さい。

20:00を超えて作業される場合は展示会事務局にて残業申請をして下さい。

※搬入から会期中で18時以降に作業される場合は、作業届けを事務局にてご記入下さい。

※開催期間中の搬入・搬出、及び展示ホール内への車両の乗り入れなどは出来ません。

やむを得ず必要な場合は、事前に展示会事務局までご連絡下さい。

※開催期間中、サービスヤードに車両を留置くことは原則出来ません。

車両退出
17:00〜

最終清掃
18:00〜

車両進入（予定）
17:00〜

13:00

- -9
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搬入

搬出

(2)展示ホールAの搬入・搬出

・展示物・装飾物等の搬入・搬出は、大小に関わらず指定の搬入出口をお使いください。展示ホール内への直接
の車両乗り入れが可能です。車両の進入には十分注意して下さい。

・開催期間中の搬入・搬出・納品等については、基本的にはご遠慮ください。やむを得ず必要な場合は事務局へ
必ずご相談の上サービスヤード側から行ってください。

・展示ホールへは最大積載量10.5tの車両まで乗り入れ可能です。

・搬入・搬出が済んだ車両は速やかに展示ホールから退出して下さい。

・展示ホール内への車両乗り入れは、11/19(月) 17：00迄と致します。

（3）搬入出車輌証

搬入・搬出と装飾施工に関わる車輌が、展示会場内に出入りする際には、「搬入出車輌証」が必要です。
別紙【出展者バッジ、車両証申請書】に希望枚数をご記入のうえ展示会事務局へ提出してください。

搬入出口付近は大変混雑が予想されるため、車両整理の警備員の指示に従い搬入出を行って頂きま
すようご協力お願い致します。

〈搬入出車両証〉

- -10

パシフィコ横浜搬入出経路

表 裏
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（４）出展物の配送

事務局及び会場側にて、出展者の荷物を預かる事は出来ません。宅配便で送る場合は、会場

名・出展者名を明記し、時間指定便にて出展者が直接受け取れることが出来る様に手配して下さ

い。万一、紛失・盗難などが発生した場合も、展示会事務局では一切の責任を負えません。

【発送伝票記入例】

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい１－１－１

パシフィコ横浜 展示ホールA内

「Water Yokohama 2012展示会」内

○○○○○株式会社（小間番号△△△）

連絡先：担当者の携帯電話など

（５）その他の注意

ａ） 搬入出口付近の公道上では、決して車輌を留め置いての荷物の積み降ろしをしないようお願い

致します。所轄警察署及び施設側から厳罰を勧告されます。

ｂ） 搬入の際に、展示ホール内の通路に素材・梱包ケース・ゴミ・機材などを放置することは禁止とさ

せて頂きます。

ｃ） 撤去の際に、出展者は責任を持って展示会場からすべての荷物・機材及び廃棄物（ゴミ類）をお

持ち帰り願います。展示物・ゴミなどが定められた日時までに撤去されていない場合、展示会運

営事務局側で、それらの物品を撤去します。その際にかかる費用の全額を該当出展者に負担し

ていただくことになりますのでご注意ください。

ｄ） 搬入出時における出展物・小間・調度品などの保全責任は、出展者自身にて行ってください。展

示会運営事務局は、搬入出の際に生じる損害には一切の責任を負えませんのでご留意ください
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搬入・搬出時及び会期中の一般車の駐車については施設の有料駐車場をご利用下さい。

＜普通車＞ みなとみらい公共駐車場（展示ホール地下１・２Ｆ）をご利用ください。
なお地下駐車場は、高さ2.1ｍを超える車両の進入はできません。

●料 金 30分 ￥260、1時間 ￥520
深夜割引 0：00～7：00・・・・・・・・・・・半額
平日割引 7：00～24：00・・・・・・・・最大 ￥1,300
●営業時間 7：00～24：00 ※夜間の出庫は24時間可能

＜大型車＞ バス・大型駐車場（展示場横）をご利用ください。
●料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30分毎 ￥500
●営業時間 24時間 （但し、車の出し入れが可能なのは7時から22時まで）
※事前予約が必要です。 駐車場管理事務所 TEL：045-221-1302

９. 駐車場（有料）

- -12
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基礎小間規格：
間口 2970mm （芯々） 奥行 2970mm (芯々) 高さ 2700mm
バック・サイドパネル（システム H 2700mm）
社 名 板： W 1200mm  x H 200mm ※統一書体（ゴシック体）にて日英併記
コンセント： 単相100V 500W
照 明： 蛍光灯 40w x 1灯

※ パンチカーペットは敷かれておりません
※ 基礎小間はシステムパネルで準備いたします（押しピン・釘などは使用不可）
※ 説明パネル等の取付には、マジックテープかチェーンセット（No.5 システムオプション申請書でご案内）

をご利用ください。
※側面が通路に面する場合は、パネルではなくパラペットになります。

10．装飾規定

①基礎小間

②スペース渡し小間

A. 小間の大きさ ：W3000mm×D3000mm
（一部基礎小間に挟まれた出展者につきましては、1小間がW2930mm×D2930mm
(内寸)になります。）

B. 小間の基本装備 ：な し (基礎小間のようなパネルやパラペット、蛍光灯等は付いておりません。)

C. 装飾物の高さ制限 ：H4000mm

※装飾物の高さを基礎小間の高さ2700mm以上にする場合は、事務局へ図面を提出して下さい。
※展示物の高さがH2700mm以上の場合も展示物の資料を事務局までご提出ください。
※展示物及び装飾物が高さH2700mm以上になる場合は、防災上アンカーボルト等で固定を

ご検討ください。

(注)スペース小間において自社装飾する場合は、隣接小間のある時は、隣接面も必ず仕上げ(表具等)を
して下さい。パネルの裏面等がむき出しにならない様にして下さい。

(注)スペース小間において施工業者を入れる場合は、No.2 装飾施工業者届に記入の上、ご提出
下さい。

(1) 小間の規格
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（２）施工上の注意事項

特別装飾（出展者による施工・装飾）をする場合、展示設計は自由ですが、展示場の構造や設備、消防法の規

則により制限がございますので、以下の注意事項にしたがって作業してください。

■装飾材料は不燃性、準不燃性の物を使用し、特にカーペット・カーテン・布製装飾物・展示用ベニヤ板等は防

炎処理を施したもの（防炎物品）を使用してください。防炎対象品には、消防法の防炎表示制度による「防炎ラ

ベル」を必ず添付してください。

■天井構造物及び2階建構造は禁止させていただきます。但し、どうしても天井構造等の必要な出展者は、事前

に展示会事務局まで天井の素材、面積等がわかる平面・立面図を提出の上ご相談願います。

■直接工作の禁止：

施設内の床・天井・梁・扉・可動間仕切・サッシ・ガラス・ダクト・吸入出口配管・配線類・照明器具・盤類等につ

いては、以下の直接工作は禁止します。

１．ハツリ、掘削、ガス溶断

２．コンクリート釘またはドライピット鋲打ち込み

３．ペンキ等、塗料の直接塗装

４．接着剤を塗布した張り付け

５．カッターナイフを直接あてた作業

６．看板等の支持物としての使用

７．その他展示会場の施設・設備を破損・汚損する恐れのある装飾材料・設備の使用および作業

■展示会場外の直接工作禁止：

展示会場外の施設（展示会場ロビー・荷捌場・荷捌場車路並びに施設の周辺外部等）に、直接工作することは

禁止します。

■会場避難経路の確保：

避難通路や非常口には避難の妨げとなる設備や物を設置することはできません。

小間および出展物は、看板・照明・カタログスタンドその他を含めて通路に置かないようにしてください。
また非常灯・非常口等の表示を隠さないよう注意してください。

なおスペースブースで通路面に壁面を建込む場合は、広めに避難通路を確保するようにお願いします。

※スペースブースの出展者は、展示事務局まで平面・立面図の提出をお願いします。

■消防当局の指導・命令：

装飾施工中および開会当日、消防署の査察が入る場合もございます。 この際、不適切とみなされた場合は、

変更または展示中止を命令されることがありますので、くれぐれも各規定（ルール）を遵守願います。

（３）給排水工事

小間内で給排水工事を希望する場合は、No.7 給排水工事申請書にて、展示会事務局へお申込み下さい。
工事費用は、お申込み内容を確認後、個別に見積いたします。
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（４）床面アンカー工事
アンカーを使用する出展者は必ず展示≪施工≫事務局まで【No.6 床面工事申請書】にて申込み下さい。
アンカーボルト及びドリルはパシフィコ横浜指定のものに限ります（ボルトは有料：１本税別1,890円）。
アンカーを使用予定の出展者は、平面図にアンカー打設箇所を明示の上、図面を展示会≪施工≫事務局へ
提出下さい。また、切断用のサンダーは各出展者にてご準備下さい。
なお、後日アンカー工事代が請求されます。

無届のアンカーボルト利用及び、使用条件・作業要領の条件違反をした場合は、直ちに作業停止した
上で、違反金10,500円/1本をお支払いいただきます。

※アンカーボルトはピットの蓋、ピット淵より20cm以内の周辺には打ち込み出来ません。
※引き抜き、ハツリが認められた場合は、3,150円/1本(税込）

（５）アドバルーンの係留
アドバルーン等を係留する場合は、防災設備の感知障害及び消火活動、空調の支障にならないような措置
が必要です。実施にあたっては、必ず展示事務局へご相談ください。

※係留の許可をパシフィコ横浜へ相談する必要がありますので、アドバルーンの形状や大きさ
がわかる平面図・立面図を展示会事務局へご提出下さい。

（６）通信回線について
インターネットのご利用を希望される出展者様は【No.8 通信回線申込書】にてお申込ください。
パシフィコ横浜の臨時回線（Bフレッツ）を利用いたしますが、専用回線と共有回線をご用意いたしました。
希望される出展者様は、どちらかをお選び頂きお申し込みください。

Bフレッツ専用回線工事費(1出展者専用)…¥126,000(税込)
Bフレッツ共有回線工事費(数社による回線共有)…￥94,500(税込)

※その他の通信回線工事に関しては、展示会事務局へご相談下さい。

パシフィコ横浜指定のアンカーボルト及び
ドリルしか使用できません。

- -15



Water Yokohama 2012

（１）供給電力方式

供給できる電気は、下記のとおりです。

（２）電気供給の申込み（有料）

基礎小間には、１小間につき蛍光灯（４０Ｗ）１灯とコンセント１個が付きます。

上記以上の照明器具やコンセント等の電気供給追加を希望される場合は、

【No.3電気供給・電気工事申請書】にて申請してください。

（３）電気工事費用

１．幹線工事費（電気供給）・・・0.5ＫＷ単位でお申し込み下さい。（税込）

※上記金額には、電気使用料が含まれています。

２．その他の電気工事 （税込）

※追加のコンセントや照明機材が必要な場合は、【No.3 電気供給・電気工事申請書】の電気二次時

工事申請でお申し込み下さい

（４）小間への送電

小間への電気供給は、原則として11月19日（月）の１３：００より22日（木）の１６：２０までとします。

但し、工事の進行状況によって変わる場合もございますので、予めご了承ください。

会期中は、開始３０分前から、終了１５分後までとします。

※小間への送電時間を早めたい場合は、事前に事務局へご相談ください。

単相１００Ｖ ５０ヘルツ

単相２００Ｖ ５０ヘルツ

三相２００Ｖ ５０ヘルツ

０．５ＫＷまで ６，３００円

０．５ＫＷ～1．０ＫＷまで １２，６００円

以降、0.5kw増す毎に ６，３００円

11．電 気
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（１）禁止行為

消防法により、展示会場内において次の行為は禁止されています。

①喫煙

②裸火の使用

●燃料を使用する火気器具で火花・炎を発生させる装置、または発熱部が露出したもの

●電熱器、ガスコンロ、電気ストーブ、アルコールランプなど

（コーヒーサーバなどは除く）

③可燃性ガス（石油液化ガス、アセチレン・水素などの一般高圧ガスなど）の持ち込み

④危険物（ガソリン、灯油、マシン油、重油、動植物油など）の持ち込み

⑤危険物品（準危険物、火薬類、多量のマッチ、ローソク、スプレー缶など）の持ち込み

⑥機械類に内蔵されている油（コンプレッサー・車両など）の持ち込み

⑦悪臭・多量の煙を発生する器機・装置（スモークマシンなど）の持ち込み

出展物が上記の禁止行為にあたる場合は、必ず展示会事務局まで相談の上、10月19日（金）までに

【No.9 危険物持込申請書】を展示会事務局へご提出下さい。

※危険物を持込む場合は、【No.9 危険物持込申請書】にてお申込みください。

※危険物の展示方法(容器の種類)、保管方法、製品カタログ(成分表)、保管場所が分る図面を

添付の上、展示会事務局へご提出下さい。

※展示ホールへの危険物の持ち込み量は、危険物の種類により制限が生じる場合がありますので

予めご了承下さい。（制限の生じる場合は、事務局よりお知らせ致します。）

※危険物を持ち込む場合は、防災責任者の常駐と消火器の設置などの防火対策を講じて頂きます

ので予めご了承下さい。

（２）喫煙場所

展示会場内及び小間内は、設営日・会期中とも全面禁煙です。喫煙は、会場外指定喫煙所

にてお願いします。

１２．防 火・防 災（消防関係）
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（１）会期中の搬入・搬出の禁止

展示会開催期間中に出展物の搬入・搬出・移動は原則としてできません。やむを得ず行なう場合は、

必ず展示会運営事務局へご相談ください。

（２）展示物の販売について

展示会場内での販売は原則禁止と致します。

（３）物品の配布方法

パンフレット・サンプルなどの配布は、すべて自社出展小間内に限定し、通路での配布はご遠慮ください。

（４）危険防止

各小間内の電気・照明用のメインスイッチは、必ず毎日切ってからお帰りください。

（５）時間外作業

展示会開催期間中に出展物の撤去・取り替え・搬入・手直し・修正作業を希望する出展者は、展示会

事務局の了解を得てから指示された時間内で行なってください。

（６）音量制限等

実演・VTRなどの音量は、隣接する出展者の迷惑とならないよう充分ご留意ください。

苦情などが出た場合、器機の実演・マイクなどの音量を小さくしたり、使用を中止していただくことがあります。

ワイヤレスマイクの持ち込み使用にあたっては、混線を避ける等の配慮が必要になってくる為、事前に

展示会事務局までご連絡ください。

（７）実演などで発生した廃棄物

展示会開催期間中に実演などで発生した廃棄物・その他一切のゴミは、出展者の責任において撤去・処分

してください。展示会運営事務局にてそれらの廃棄物・ゴミなどを処理した場合には、その費用の全額を、

当該出展者に負担していただくことになりますのでご注意ください。

（８）出展物の管理および事故

各出展物の管理は出展者自身が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷などについて、主催者並びに展示会

運営事務局は、補償を含めた一切の責任を負いませんので、出展者にて保険に加入するなどの措置を

お取りくださいますようお願いいたします。

また、出展者の行為により事故が発生した場合には、当該出展者の責任において解決するものとし、

主催者並びに展示会運営事務局はこれに対しても、一切の責任を負えませんので、ご了承の程

お願いいたします。
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（９）食品衛生関連事項

【食品の試食・試飲をする場合の注意事項】

原則禁止ですが、やむを得ず食物や飲物の試食・試飲をされる場合は、事前に展示会事務局へご相談

ください。必ず事前に所轄保健所に許可申請を提出し、所轄保健所の承認を得る必要があります。

また、許可受領後直ちに、展示会事務局へもコピーをお送りいただきますようお願いいたします。

※調理は一切禁止です。

※火を使わない電気コーヒーサーバーや電気ポットから、直接来場者がコップへ注ぐ場合は申請の

必要ございません。

※試飲食を提供される場合には、出展者自身において、使い捨て容器の使用及び回収・廃棄を

お願いいたします。

（10）ストックヤード

展示会場内にストックスペースはございません。

自社ブース内にストックスペースを設けるか、梱包材等に関しては自社にて持ち帰っていただきたく

お願いいたします。

（11）事務局配布物について

※参加証、プログラム集の進呈はございません。

※出展者バッジは当日、展示会事務局にて配布いたします。

※出展者バッジの希望枚数は、 【No.１出展者バッジ・車両証申請書】展示会事務局までお申込み下さ
い。
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（12）備品オプションについて

小間の基本装備以外の備品については【No.4 レンタル備品申込書】にご記入の上、10月19日（金）まで
にお申込み願います。また、リース備品のご案内記載以外の備品をご希望される場合は、

申込用紙その他欄の余白に希望備品をご記入の上、展示会事務局［㈱ムラヤマ］までお問い

合わせください。

（13）提出書類

23ページの提出書類一覧を確認の上、E-mail或いはFAX（一部必要書類は郵送）にてご提出願います。

提出期限までにご提出されない場合は、ご希望に添えない場合がありますのでご注意ください。

必ずコピーを御社様控えとして一部保管いただきますよう、宜しくお願い致します。
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展示会用ネームカード識別表

事業体・団体等 企業

一般 大学及び学校関係者

出展者 スタッフ
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Water Yokohama 20121５．関 係 連 絡 先

関係機関

担当業務 担当会社 連 絡 先 TEL&FAX

・展示会事務局
㈱ムラヤマ
担当：関谷/飯沢

〒112-0004
東京都文京区後楽2-13-10

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

Waterexhibition@muray
ama.co.jp

・会場
パシフィコ横浜
(株）横浜国際平和会議場

〒220-0012
横浜市西区みなとみらい
1-1-1

TEL: 045-221-2155
(総合案内)

・所轄消防署
横浜西消防署
予防課予防係

〒220-0041
横浜市西区戸部本町50-11

TEL: 045-313-0119

・所轄保健所

横浜市西区
福祉保健センター
生活衛生課
食品衛生係

〒220-0021
横浜市西区中央1-5-10

TEL: 045-320-8442

※設営日、会期中は展示会場入口附近に展示会事務局を設置致します。
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Water Yokohama 20121６．提出書類、その他、締切り関係一覧

■No1/出展者バッジ・車両許可証申請書

■No2/装飾施工業者届け

■No3/電気供給・電気工事申請書
10月19日（金） 全出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

waterexhibition@muray
ama.co.jp

■No4/レンタル備品申請書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

■No5/システムオプション申請書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

■No6/床面工事申請書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

■No7/給排水工事申請書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

■No8/通信回線申込書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

■No9/危険物持込申請書 10月19日（金） 該当出展者

展示会事務局
㈱ムラヤマ

TEL: 03-3813-1202

FAX: 03-3813-4090

申請署名 提出期限 対象出展者 提出先
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