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出展のご案内

2020年３月19日(木)・20日(金･祝)・21日(土)

パシフィコ横浜 展示ホール
10:00～19：00 （最終日のみ17：00まで）

ゴルフの全てを見る、触れる。

出展申込
スケジュール

｢出展申込｣事前入力開始 ９月１７日(火)～

｢出 展 申 込｣受 付 開 始 １０月１日(火)～１０月３１日(木)

ブース位置選択会 実施 １２月中旬

※海外企業の出展申込は11月1日(金)から開始となります。

｢会社情報登録｣受付開始 ９月２日(月)～

＜金曜日が祝日のため木曜日からの開催となります。＞
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ご挨拶

今年3月に実施いたしました「第53回ジャパンゴルフフェア2019」は、皆さまの

おかげをもちまして、念願の6万人を超える過去最高の来場者の方々にご来場

いただき、フェアを楽しんでいただけました。中でも、ご来場者のうち30％が

女性だったことなど、近年ゴルフ人口が減少するなか、新しい兆しが顕在化して

きたという非常にうれしい結果となりました。

この数字は、横浜での開催が3回目を迎えご来場者の方にも確実に認知されてき

たことだけではなく、ご出展いただきました企業様の継続したご努力に加え、

これまでゴルフフェアで取り組んできた「多様な情報発信」、そして今回新たに

実施した女性をターゲットにした企画や子供たちを対象にしたイベントの開催

などが、少しずつ成果となって表れた結果だと感じております。

ご存じのとおり、近年ゴルフ人口が減少する中、ゴルフ業界としては、ゴルフ

人口の増加が最大のテーマとなっております。一般の方にいかにゴルフに接する

機会を提供しゴルフファンを拡大していくかがとても重要です。ゴルフ人口の

増加なくして、ゴルフ市場の拡大は不可能だと思っております。

ジャパンゴルフフェアは年に1回開催する日本最大のゴルフの祭典です。

このイベントを起点として、コアなゴルファーにはもちろんのこと、より多くの

女性ゴルファーやファミリー層にも来場してもらえる魅力あるものとして、この

イベントのコンテンツ発信に努めてまいりたいと思います。

さらに、今年の経験をさらに生かし、出展社、ビジネス関係者、一般来場者、

それぞれのニーズに対応できる多様性のあるフェアに拡充していきたいと思い

ます。また、特にフェアに関する認知度をさらに上げるべく、メディアの皆さま

との協力のみならず、幅広いＰＲも含めた来場促進活動に取り組んでまいります。

つきましては、皆様には是非とも新しい時代に向かうゴルフフェアへのご出展を

ご検討下さいますよう、心よりお願い申し上げます。

一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

会長 アレックスＭ. ボーズマン
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開催概要

ゴルフのすべてを見る、触れる。

名 称 第54回ジャパンゴルフフェア2020 （54th JAPAN GOLF FAIR 2020）

開催ｽﾛｰｶﾞﾝ ●ゴルフファンを増やそう。

●ゴルフに関する多様な情報を発信しよう！

●ゴルフビジネスを積極的に盛り上げよう！

会 期 2020年 3月19日（木）・20日（金・祝）・21日（土）

時 間 10：00～19：00 （最終日は17：00まで）

会 場 パシフィコ横浜 展示ホール20,000㎡

入場料 無料

動員目標 60,000人

主 催 一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

後 援 経済産業省、横浜市、アメリカ大使館商務部、日本貿易振興機構(ジェトロ)､

日本ゴルフ協会、全日本ゴルフ練習場連盟、日本ゴルフ場経営者協会、

日本パブリックゴルフ協会、日本プロゴルフ協会、日本ゴルフツアー機構、

日本女子プロゴルフ協会、ゴルフ緑化促進会、

日本ゴルフトーナメント振興協会、日本芝草研究開発機構、

日本ゴルフジャーナリスト協会、ジャパンゴルフツアー選手会、

日本ゴルフ関連団体協議会、ウィズ・エイジングゴルフ協議会 （以上2019実績）

協 力 ゴルフ専門メディア各社

企 画 日本ゴルフ用品協会

ゴルフフェア委員会・ジャパンゴルフフェア2020実行委員会

運 営 ジャパンゴルフフェア運営事務局
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JGF2020に向けて

2019 2018 2017

来場者総数 60,487 57,197 56,163

前年比 105,7% 101.8% 100.4%

ビジネス来場者数 16,272 15,406 14,807

前年比 105.6% 104.0% 103.3%

ジャパンゴルフフェアにはこんな出展社が集まっています。

⚫ 自社商品をゴルファーやゴルフ関係者に紹介したい

⚫ 自社商品のPRと同時に販売もしたい

⚫ 自社商品の販売ルートを拡大したい

⚫ ゴルフツアーやゴルフ施設への集客を図りたい

⚫ ゴルファーとゴルフ関係者の生の声を聞いて今後のマーケティングに生かしたい

⚫ ゴルファーの個人データを集めてその後のPR活動へ活用したい

などなど、そのニーズは様々で、業種も車・サプリメント・化粧品・ワイン輸入商社・シューズクリーナーなど
多様な企業がビジネスチャンスを求めて出展しています。
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開催スローガン①

女性ニーズの高いファッションショーやアパレル販売など、ファッション関連企画を強化。

専用試打コーナーや専用のレストスペース等、参加者を女性に限った企画を展開します。

東京大会組織委員会におけるゴルフ業界の代表であるJGAと連携して、訴求力の高い来場者参加型イベントを

実施予定です。

スナッグゴルフ等を利用して、幼児でも安心してゴルフの雰囲気を体験できるコーナーを設置。

フェアの開催を重ねるたびに、ゴルフ関連業種が拡大しています。

ゴルファーの多様なニーズで広がり続ける業界のすべてを紹介するべく、柔軟に出展を募集しています。

集約することによって情報の訴求力が増すカテゴリーについては、 コーナー展開を積極的に進めます。

どんなファッションで、どんな食の好みで、どんな車に乗って・・・ そんな生活文化に注目。ゴルファーのライフスタイルに

関わる様々な業種の出展の誘致することによって、立体的な訴求を目指します。

ゴルフを楽しむために必要な知識や情報は、来場者から常に求められます。主催者だけでなく、出展社の皆様による

情報を発信する場として活用いただきます。

スポーツとしてのゴルフを考える上で必須となる「健康との関係」。 その視点からのアプローチで、

「いつまでも健康にゴルフを楽しみたい」というニーズに応えた体験・レッスンを提供します。
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開催スローガン②

来場者はもちろん、出展社同士のコミュニケーションもビジネスチャンスの切っ掛けとなっています。

今回は企業のマッチングという視点で、サポートカウンターなどの設置を予定しています。

出展社によるブースでの販売を推奨しています。出展の効率化やサンプリングとしての効果はもちろん、ユーザーと

直接向き合う中での販売は、マーケティング情報としても期待できます。

イベントステージやコミュニケーション広場など、来場者へのプレゼンテーションの場を提供します。

毎回、年明けとともにオフィシャルサイトへの訪問が急増していきます。この機会を出展社の皆様にも有効活用していただく

ため、１２月から出展社バナーを掲載開始。開催後も来場者からの問い合わせを想定して、５月まで掲載します。

「ゴルフを一緒に盛り上げる」ためにJGFには多くのゴルフメディアの協力が集まります。

フェアの開催告知はもちろん、出展社情報についても取材による臨場感ある発信が行われます。



JGF2019の実績①

７

■ビジネス来場者の来場目的の多くに、他で接触しにくい多様な用品関連情報の
入手が挙げられる。

項 目 人 数 ％

1.大手メーカーの新商品 125 29.7%

2.中小メーカーのクラブ 73 17.3%

3.様々なゴルフ関連情報 246 58.4%

4.海外ゴルフ情報 16 3.8%

5.商談 84 20.0%

6.他社動向調査 60 14.3%

7.需要予測 30 7.1%

8.新しい人脈の構築 59 14.0%

9.旧知との情報交換 47 11.2%

10.セミナーへの参加 18 4.3%

11.その他 25 5.9%

無回答 7 1.7%

合 計 421 187.6%
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■ビジネス来場者の業種･業態としてゴルフ用品関連メーカーが最も高く、
次にゴルフ用品小売り業の来場も多く見られる。

JGF2019の実績②

■一般来場者においては試打に対する評価が大きく伸長した。
トークショーやセミナーなどの情報に対する評価も上がってきている。



ゴルフ総合
メーカー

アクシネットジャパンインク/キャロウェイゴルフ/ダンロップスポーツマーケティング/テーラーメイド ゴルフ/

デサントジャパン/ピンゴルフジャパン/ブリヂストンスポーツ/マジェスティ ゴルフ/ミズノ/ヤマハ/ヨネックス/

BMZ/FDR

ゴルフクラブ
クラブパーツ

アールエムプロダクツ/イーブンロールパター/グラファイトデザイン/サソーグラインドスポーツ/

シーモアパター・カンパニー・ジャパン/ジオテックゴルフコンポーネント/ニューアート・クレイジー/

ポートウィック/ユーエスティーマミヤ/ワークス/三菱ケミカル アルディラ/藤倉ゴム工業/日本ジオニック/

日本シャフト/日本フェイウィック/風刻工房/MUQU/OLYMPIC OBAN COMPOSITES/

THE SACKS PARENTE GOLF COMPANY/OnCo/RANPERT INDUSTRIAL/Snowbee International /

SWANS 山本光学/Taiwan Greenbay Fashions/US PGA TOUR

ゴルフ関連製品
(バッグ･ウェア･小物)

アールアンドデー/アズロフ・コンバース/クアルトユナイテッド (クアトロ)/ケイジェイシー/コンフォート・ゴトウ/

ザ・スウィンガー&フラッパー/サンゴルフコミュニケーションズ×東京大学中村研究室/スポーツマインド/

ゼロ フリクション/タバタ/ダイヤゴルフ/ダブルスインターナショナル/ディースタイル/テイクスインク/トップ貿易/

ノビテック/パッティスト/ハヤブサ/ボムヤングローブ/マインド/マトロ/ヤマトコーポレーション/ヤマト徽章/

ライト/松岡手袋/青島恩泰格理産業貿易/大橋金属工芸/得耐思運動/日悌/C GOLF/

CHUZHOU HONGSHENG SPORTS PRODUCTION /F.C INDUSTRIES/HUA'S FASHION SPORTS/

IOMIC/KOLON INDUSTRIES.FｎC ORGANIZATION/lahella & ilma ja teras/

計測器関連
(バーチャル･計測)

エンジョイゴルフ＆スポーツジャパン/ガーミン/ジョルト ファインダー/スリーディ/ディテクト/

ニコンイメージングジャパン/阪神交易 ブッシュネルゴルフ/マニューバーライン/ヤベツジャパン/

天凱科技股份/Flight Scope Japan/GPRO/TAU Corp

ゴルフ場
ゴルフ練習場

オリムピックナショナルＶＩＰ/サイパンラオラオベイゴルフ＆リゾ－ト東京案内所/リバーサカワ・ゴルフクラブ/

葛城ゴルフ倶楽部・葛城ホテル北の丸/黒潮観光開発 Kochi黒潮カントリークラブ/小田原湯本カントリークラブ/

日本IGTC旅行社/日本シー・エー・ディー/VINPEARL GOLF VIETNAM

ゴルフ関連
その他

(小売り･機器･什器)

アートレイ/アザスゴルフ/朝日ゴルフ/アップルオート/有賀園ゴルフ/オニット/ガレリア/北側物産 PROTEC事業部/

キャスコ/グランプリ/喜和産業/グレンコーポレーション/ゴルフダイジェスト・オンライン/ゴルフプレミアム/

創機工業/シーディアイ/シャドウ オブ ステラ/スナッグゴルフジャパン事務局/

セピア・クワーティー・インターナショナル/ゼロ・インフィニティ/タッチフォーカス/デックスシェル・メトロポリス/

ナノテックジャパン/武市ウインド名古屋/二木ゴルフ/ピレッティ・ジャパン/プログレイス/マスダゴルフ/

正元精密科技/ユニオンビス/リーダーメディアテクノ/レザックス/SHENZHEN GUIOTE INDUSTRIAL /

MISTJAPAN/ＹＫＹ/2アンダー JPウェッジ ブラッドライン パワーパッケージ

メディア､IT
情報関連

ゴルフダイジェスト社/ゴルフ用品界社/ジュピターゴルフネットワーク/ユニバーサルゴルフ社/BUZZ GOLF

飲料食品･健康関連
製品･化粧品等

アイシム医療器/コアフォース/コラントッテ/ゴルファンズ/商閎/ジョイライフ/スタープラチナ/テクノイースト/八甲/ファ

イテン/フォルクスワーゲン グループ ジャパン /福島・しらかわ/プロティア・ジャパン/プレミアムウォーター/

メルシー/メルセデス・ベンツ日本/楽天/久我修一ゴルフアーティスト/高知市観光協会/

国際スポーツ振興協会(ISPS)/日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)/静岡県 御殿場市・小山町/

長野県ゴルフ振興基金/日本たばこ産業/北海道観光振興機構/ヤマト/Lexus International/NOUEN/

サンテック/Pacific Links International/RNDUS /VOLDIN /WASHO INTARNATIONAL

ツーリスト､リゾート
政府観光局

スポーツアイランド沖縄/タイ国政府観光庁/ヒルトン・グランド・バケーションズ/フランス観光開発機構/

マリアナ政府観光局（サイパン）
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JGF2019の実績③ 出展社一覧

（50音順）



Aタイプ

(間口3.5ｍ×奥行3.0ｍ×高さ2.7ｍ）

１コマ ２コマ ３コマ ４コマ並列 ４コマ半島

６コマ ８コマ １０コマ １２コマ １６コマ

◎お申込みの最大コマ数は１６コマです。

※隣接するブースは、その境界線をシステム壁面で仕切ります。

※角ブースの通路側壁面は設置いたしません。

※6コマ以上はオープンコマとなり装飾物の高さ制限が、

6m (四方50cmセットバック) となります。

※8コマ以上のコマサイズの詳細は運営事務局まで

お問合せください。

※大型コマのお申込みについては、全体のお申込み状況によって

ご相談させていただく場合があります。

※照明、電源、カーペット、その他展示設備はついておりません。

出展社にてご用意ください。〔事務局での手配も可能です（有料）〕

※装飾の規定につきましては｢出展要項｣をご確認ください（WEB掲載）

※撤去時には必ずシステムパネル、床等は現状回復でお願いします。
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出展募集概要 出展募集コマ①

※4コマ並列の両袖、角コマの片袖には袖パネルは付きません

※パネルのサイズ等につきましては出展要項をご確認ください

コマ数 会員 非会員

1 380,000 430,000

2 760,000 860,000

3 1,140,000 1,290,000

4並列

4半島
1,520,000 1,720,000

(税別)

コマ数 会員 非会員

6 2,280,000 2,580,000

8 3,040,000 3,440,000

10 3,800,000 4,300,000

12 4,560,000 5,160,000

16 6,080,000 6,800,000

【参考資料】

＜4コマ並列＞ ＜4コマ半島＞

3.5m

3.0m

3.5m

3.0m



(間口2.0ｍ×奥行2.0ｍ×高さ2.7ｍ）

◎全て並列のみ。

◎お申込みの最大コマ数は５コマです。

※隣接するブースは、その境界線をシステム壁面で仕切ります。

※角ブースの通路側壁面は設置いたしません。

※照明、電源、カーペット、その他展示設備はついておりません。

出展社にてご用意ください。〔事務局での手配も可能です（有料）〕

※装飾の規定につきましては｢出展要項｣をご確認ください（WEB掲載）

※撤去時には必ずシステムパネル、床等は現状回復でお願いします。

※パネルのサイズ等につきましては出展要項をご確認ください

１コマ ２コマ ３コマ ４コマ ５コマ
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Bタイプ

コマ数 会員 非会員

1 170,000 190,000

2 340,000 380,000

3 510,000 570,000

(税別)

コマ数 会員 非会員

4 680,000 760,000

5 850,000 950,000

出展募集概要 出展募集コマ②



展示試打タイプ

ネットブース（間口3.0ｍ×奥行6.0ｍ×高さ3.0ｍ）
展示スペース（間口6.0ｍ×奥行1.0ｍ×高さ2.7ｍ）
専有スペース（間口4.5ｍ×奥行2.0ｍ）

ネットブースに展示スペースが付いたタイプです

◎1社1コマ出展に限ります。

◎ブース位置は主催者により決めさせていただきます。

※ネットブース内での商品展示や商談設備の設置は出来ません。

※展示造作はネットブースより50cm以上の安全地帯を確保

してください。

※専有スペース外にのぼり等の装飾物の設置は出来ません。

※ブース位置は基本的に主催者によって決めさせていただきます。

※照明､電源､カーペット､その他展示設備は付いておりません。

出展社にてご用意ください。〔事務局での手配も可能です(有料)〕

※撤去時には必ずシステムパネル、床等は現状回復でお願いします。

壁面展示タイプ アクセサリー、グッズ等を展示できるネット什器、小棚を
備えた小物の出展に適した「ミニブース」です
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専有スペース（間口2.0ｍ×奥行1.0ｍ）

＜標準設備＞
基礎壁面、展示用壁面ネット（1枚）、フック（10個）､展示棚（2枚）、
LEDスポット（２灯）、コンセント（２口１か所・容量1kW単相100V）、社名板

◎1社1コマ出展に限ります。

※展示は壁面のみとなります。

※専有スペースの床を商品展示のために使用する事は出来ません。

またスタッフが専有スペースを出て通路で説明などの活動をする

ことは出来ません。

※セット内容の詳細は運営事務局までお問合せ下さい。

※撤去時には必ずシステムパネル、床等は現状回復でお願いします。

展示用
壁面ネット

＜標準設備＞
・ネットブース（ネット、的(マト)、ショット/スタンスマット、ティー）
・展示スペース（床：タイルカーペット ※色/グリーン）、社名板

出展募集概要 出展募集コマ③



オプション施設の申込は｢Ａタイプ申込出展社」が対象となります

※Ａタイプ１コマ以上の出展社が対象です。

※１社、２打席までのお申込みが可能です。

※ボールは主催者から貸与できますが、自社でボールを持込むことも可能です。

※試打席にはコンセント・照明等は附属していません。

電気、レンタル備品は別途ご用意ください。

※専有スペースの外にのぼり等の装飾物の設置は出来ません。

◎ケージタイプは1社､２打席までのお申込みが可能。 ※申込状況により追加受付を行う場合があります。

試打席ケージタイプ 従来通りの個別試打席です
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専有スペース

出展募集概要 オプション施設①



飛距離全長約１２m、高さ６ｍ、コーナー全幅５０ｍのオープンタイプの大型試打席を設置！

※Ａタイプ６コマ以上の出展社が対象です。

※設置可能打席数を超える場合の優先順位は出展申込順となります。

※電気、レンタル備品は別途ご用意ください。

※専有スペースの外にのぼり等の装飾物の設置は出来ません。なおスペース内であっても装飾トラス等の設置は

出来ません。

◎オープンタイプは１社３打席までのお申込みが可能。

※申込状況により追加受付を行う場合があります。

※打席数に関しては、要望が多くなった場合は出展コマ数によってその優先順位が設定される場合があります。

◎この施設での集球は全て各社で対応をお願いします。

◎３打席利用社のみ自社ボールの使用が可能です。（両側に仕切ネットが設置されます）

※２打席以下の利用社のボールは主催者が貸与します。

◎３打席の申込社が優先されます。

試打席オープンタイプ
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専有スペース

出展募集概要 オプション施設②

オプション施設の申込は｢Ａタイプ申込出展社」が対象となります
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◎Aタイプ４コマ以上の出展社が対象です。

※展示スペースとしてのご利用は出来ません。

※室内の電気･レンタル備品は別途お申込み下さい。

◎Aタイプ１コマ以上の出展社が対象です。

※展示スペースとしてのご利用は出来ません。

※室内の電気・レンタル備品は別途お申込み下さい。

◎商談、スタッフの休憩場所、倉庫など自由にご活用下さい。

◎会場内の試打席裏などに特設する囲い付のスペースとなります。

◎大･小それぞれ、１社１スペースのお申込みに限ります。

◎スペースの位置については最大限配慮しますが、最終的な位置は主催者にて決めさせていただきます。

◎入口扉の社名表示等は各社にてご用意ください。

◎Ａタイプ４コマ以上の出展社が対象です。

※室内の備品関係は各社にてご用意ください。

※電気･レンタル備品が必要な場合は別途ご用意下さい。

【募集数 ４部屋】

◎Ａタイプ１コマ以上の出展社が対象です。

※室内の備品関係は各社にてご用意ください。

※電気･レンタル備品が必要な場合は別途ご用意下さい。

【募集数 ８部屋】

1F

M2F

◎会議やセミナーなど、用途に合わせてご自由に

お使いください。

◎ルームの場所は施設内、M２Fの諸室となります。

◎お申込みは1社1ルームに限ります。

◎申込みは出展申込みの先着順となります。

◎ルームの配置は主催者にて決めさせていただきます。

(大) （80㎡以上 ※(小)2部屋）

(小) （60㎡以下）

(大) （22.5㎡）

(小) （14㎡）

レンタルルーム

出展社専用スペース
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出展募集概要 オプション施設③

オプション施設の申込は｢Ａタイプ申込出展社」が対象となります



出展申込関連スケジュール
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出展申込方法が一部変わります。

｢会社情報登録｣ 受付開始９月２日（月）

１０月１日（火）

●2019年 9月 2日（月）AM10:00より登録開始

●｢出展申込｣ には必ず｢会社情報登録｣が必要です

●過去に出展社されている場合でも新たに登録が必要です。

※マイページ上で、いつでも変更が可能です。

●｢会社情報登録｣ はJGF公式サイトからの手続きとなります

※PC、スマートフォンより登録可能です。（携帯電話からの登録は不可）

｢出展申込｣ 受付開始

●2019年10月1日（火）AM10:00より申込受付開始

●出展申込受付後、内金の請求書を随時発行します

●｢出展申込｣ はJGF公式サイトからの手続きとなります

※PC、スマートフォンより登録可能です。（携帯電話からの登録は不可）

１０月３１日（木） ｢出展申込｣ 受付締切

12月中旬 ブース位置選択会 実施

①｢会社情報登録｣と｢出展申込｣のスケジュールが変わります。

②会場レイアウトを速やかに決めるため、出展申込日順に、ブース位置を
選択いただきます。（JGF2019同様）

同じ日の申込みは、以下の優先順位とします。

①JGGA会員企業（出展申込時点） ②JGF2019出展企業 ③過去5年間の出展総コマ数（Aタイプ以外は比率換算）

※展示試打タイプのブース位置は主催者により決めさせていただきます。

会 社 情 報 登 録 ９月 ２日（月）～

出 展 申 込 １０月 １日（火）～１０月３１日（木）

９月１７日（火） ｢出展申込｣ 事前入力開始

●｢出展申込｣をスムーズに進めるため、事前に入力が可能です。

●2019年 9月17日（火）AM10:00より事前入力開始

●｢出展申込事前入力｣には必ず「会社情報登録」が必要です。

●この時点では｢出展申込｣ は完了しておらず、事前に希望コマタイプ・コマ数を選択し

保存していただくのみとなります。

※PC、スマートフォンより登録可能です。（携帯電話からの登録は不可）

出展申込事前入力 ９月１７日（火）～



来場者促進のため、各出展社の皆様には「来場プロ」「イベントスケジュール」の申
告を、お願いしております。早目の情報提供をお願いします。
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3月19日(木) ～ 21日(土) 54th JAPAN GOLF FAIR 2020 開催

1月下旬 出展に関わる各種申請書提出

●｢出展要項｣に基づく各種申請書及び申込書は期限までに必ず申請ください。

●電気幹線工事･使用料、レンタル備品、パッケージブースの費用は、事前に申請いた

だきます内容及び開催準備時の追加オーダーに基づき開催後、主催者より速やかに

請求書を発行させていただき、お支払いいただきます。

●出展社バッジ･搬入出車輌証等、順次配布いたします。

12月中旬 各出展社へ会場図面の発信

来場者促進のため、各出展社の皆様には「来場プロ」「イベントスケジュール」の申告を、
お願いしております。早目の情報提供をお願いします。

その他スケジュール

各種募集について（予定）

１１月 下旬 ゴルフスケジュール広告 出稿案内・受付

ガイドブック広告 出稿案内・受付

セミナー会場 利用募集案内・受付

コミュニケーション広場 利用募集案内、受付

１２月 上旬 オフィシャルサイトへの「出展社最新情報リンクバナー」掲載案内・受付

イベントステージ 利用募集案内・受付開始

中旬 パシフィコ横浜周辺の屋外広告 利用募集案内・受付開始
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出展料の支払いとキャンセルについて

出展コマ料金は「日本ゴルフ用品協会」から請求書を発行いたします。

期日までに指定の銀行口座にお振込みください。

また、振込手数料は、出展社のご負担とさせていただきます。

■支払い関連スケジュール

■キャンセル料について

○１０月 １日(火)～１２月６日(金)のキャンセルには、出展コマ料金の３０％を申し受けます。

○１２月 ９日(月)以降のキャンセルには、出展コマ料金全額を申し受けます。

【出展申込 ： １０月 1日（火）～１０月３１日(木)】

申込受付後、出展コマ料金の30％にあたる内金の請求書を随時発行します。

請求書に記載の支払い期限までにお支払いください。

○期限までに内金の支払いが無かった場合は、出展申込キャンセルといたします。

※会社規定などにより支払い期限に支障のある場合は、ご連絡ください。

○１１月 ５日(火)以降、残金の請求書を発行します。

○１２月 ６日(金)までに残金をお支払いください。

○出展申込期間後１１月 １日(金)～１２月２７日(金)までの出展申込の場合は、出展コマ料金

全額の支払いをもって出展申込とさせていただきます。

○２０２０年 １月 ６日(月)以降の出展申込の場合は、出展コマ料金に事務手数料30,000円を

加算してご請求させていただき、全額の支払いをもって出展申込とさせていただきます。
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●申請書は必ず期限内にご提出ください。

書式Ａ～Ｃ は全出展社必須の申請書となります。必ず期限内にご提出ください。

その他の書式については該当または希望する出展社のみご提出ください。

●ご担当者は一社一名でお願いします。

●電気、備品を使われた場合、会期後に請求書をお送りいたします。

●変更事項はお早目にお知らせください。

出展のお申込み後、準備に必要な申請書類を提出いただきます。
申請に必要な書類はジャパンゴルフフェア公式サイトよりダウンロードし、ご提出ください。

（12月中旬アップ予定）

書式 申 込 書 提出期限 提出方法 提出先 提出対象

【全出展社必須】

Ａ 装飾会社・ブース責任者登録届出書 1月17日

メール

運営事務局

全出展社Ｂ 電気供給／2次側電灯・電力工事申込書 2月21日 飯田電機工業

Ｃ 出展社イベント内容届出書 2月21日 運営事務局

【該当出展社】

Ⅾ 床面工事申請書

1月17日 メール

運営事務局

該当出展社

Ｅ 危険物持込・裸火使用許可申請書 運営事務局

F 天井構造申請書 運営事務局

Ｇ 自社コマ内試打用ネットブース設置届出書 運営事務局

【希望出展社】

Ｈ 設備・備品パッケージ申込書 2月21日

メール

運営事務局

希望出展社

Ⅰ レンタル備品申込書 3月6日 ﾋﾗﾂｶ･ﾘｰｽ

Ｊ 追加申請書＜出展社バッジ／搬入出車輌証＞

1月17日

運営事務局

Ｋ 出展社ブース内販売申請書 運営事務局

Ｌ 臨時フレッツ光回線申込書 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜

出展関係申請書
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出展をご検討いただくにあたっての注意事項①

フェアへご出展いただく皆様の公平性を担保し、会場内の安全確保を目的として、施工や
運営など出展に関わるルールを定めております。
出展要項を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

出展コマ関係

●展示・装飾の高さ制限 ：
・コマタイプ・コマ数によって装飾物の高さに制限があります。

●自社コマ内試打用ネットブース設置 ：
・Ａタイプ６コマ以上の出展社に限り設置ができます。

●消防法に基づく装飾資材の使用規制 ：
・展示装飾で使用される木材などは防炎加工されたものに限り使用可能です。

●天井構造 ：
・コマ内の天井構造は原則禁止ですが、一定条件を満たせば可能です。

●２階建て構造 ：
・会場内の安全確保のため禁止としております。

●床面工事 ：
・アンカーボルトを使用する場合、所定の申請が必要となります。
※パシフィコ横浜支給以外のアンカーボルトは使用できません。

●その他展示施工上の注意事項 ：

・展示会場、設備の保全につとめてください。

・撤去時には必ずシステムパネル、床等は現状回復でお願いします。

・防災施設を移動することは禁止です。

・通路確保のため、資材を置かないでください。

●試打席ネットブース内にゴルフシミュレーターを設置する場合の規定

装飾・展示関係

出展要項はジャパンゴルフフェア公式サイトに掲載しておりますので必ずご確認ください。

http://www.japangolffair.com

●自衛消防組織の編成 ：
・開催期間中、会場の消防計画に基づき各出展社には「ブース責任者」を１名ご登録いただき、ブースの
火元管理をお願いします。

●禁止行為 ：
・危険物の持ち込み、指定場所以外の喫煙や裸火の使用などの禁止行為について規定を順守していただ
きます。
・業務上やむを得ず禁止行為の解除が必要な場合は所定の申請が必要となります。

消防上の規定
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出展をご検討いただくにあたっての注意事項②

会場の保守・管理

●損害補償 ：
・他社のコマ、主催者の設備、または展示会場の設備及び人身等に損害を与えた場合の補償は出展社
の責任となります。

●不可抗力による開催中止・短縮 ：
・天災、感染症、テロ、第３者からの指示・命令、その他不可抗力により展示会開催が著しく困難になった
場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止または開催期日・開催時間の短縮等を
行うことがあります。

会場への入場／搬入・搬出

●会場への入場 ：
・搬入時から会期中を含む搬出までの全期間において、入館時には出展社バッジ及び作業員シールの
着用を義務付けています。

●搬入・搬出スケジュール ：
・装飾工事及び商品展示などの搬入作業、また会期後の搬出作業については所定のスケジュールに
従っていただきます。

●搬入出車輛証 ：
・装飾工事、出展社搬入出の際は、所定の車輛証が必要です。

実演・ＰＲ活動

●実演を行う上での注意事項 ：
・来場者の安全に配慮し、実演及び様々なＰＲ活動していただくための規定を順守していただきます。
・出展社は自社ブース以外でのプロモーション活動は出来ません

●ステージ位置 ：
・コマ内にステージ及び映像装置を設置する場合について規定を順守していただきます。


