
出展のご案内

2021年３月12日(金)・13日(土)・14日(日)

10:00～1８：00 （最終日のみ17：00まで）

パシフィコ横浜 展示ホール

出展申込 2020年11月2日（月）10：00～11月30日（月）

会社情報は随時ご登録いただけます ※前回登録済の場合は不要です

出展をご検討いただく際は、別紙「重要事項説明書」の内容を必ずご確認ください。
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ご挨拶
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本年3月に開催を予定していたJGF2020の実施を見送ってから8か月が経とうと

している今、ようやくJGF2021の開催をご案内することが出来ました。

現在も尚、新型コロナウイルス感染拡大の終息が見えない状況ではありますが、

様々な検討、議論を重ねた結果として開催の決定に至りました。

これまで出展いただいた皆様のご意見を拝聴する中で、現段階で出展の決断は

非常に困難ながら、感染問題が無ければ「出展したい」という意向を多くの企業

が持たれていることも分かりました。そこから「どうすればリスクを軽減しなが

ら出展価値のある開催が出来るか」の検討を続け、その結果を「出展のご案内」

としてご提案させていただきます。

国内外の状況に目を向けますと、感染状況に注意を払いながら経済活動を再始

動させているケースが目につき、大型展示会についても各地で再開されて、出展

社だけでなく来場者においてもその熱意の高さが注目されています。

ゴルフの世界においても「密になりにくいスポーツ」として人気が拡大しつつ

あり、新たなプレースタイルの導入や、ゴルフを再開する人、新たに始める人の

増加などで思わぬ活況を呈しています。

暫くゴルフ人口の減少という大きな課題を負ってきたゴルフ業界にとって、今、

ゴルフにおけるニューノーマルが生まれ、それが根付くかどうかの際にあります。

そのような状況で、国内唯一のゴルフ総合展示会を開催する事は、ゴルフ業界全

体の追い風となり得る、逃すことの出来ないチャンスなのではないでしょうか。

つきましては、皆様の積極的な出展をお願いするだけでなく、ニューノーマル

なJGFの在り方についてのご提言や、感染防止策へのご理解など、多様な連携の

実現にご協力をお願いしたいと存じます。その目指す先には、新たな時代のゴル

フの在り方を確立させるという目標があります。

この趣旨に賛同いただき、何卒JGF2021へのご参加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



開催概要

名 称 ゴルフのすべてを見る、触れる。

第55回ジャパンゴルフフェア2021

（55th JAPAN GOLF FAIR 2021）

会 期 2021年 3月12日（金）・13日（土）・14日（日）

時 間 10：00～18：00 （最終日は17：00まで）

会 場 パシフィコ横浜 展示ホール

（出展状況によりスペースを調整し、効率的に開催します）

入場料 無料

来場予想 40,000人 （瞬間最大入場者数5,000人より算出）

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、

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2021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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JGF2021に向けて

◆新たな生活様式、ビジネス様式は、将来に向け持続的に定着していくと言われています。

◆ゴルフ業界もこの潮流の影響を受け、各所に新しい様式が生まれていく事は確実です。

◆JGF2021はこの流れを好機と考え、ゴルフに関わる人や組織の円滑な繋がりを構築します。

◆JGF2021自体も新様式へ歩を進め、ビジネス活性化とファンの拡大を目指し展開します。

徹底した感染対策の実施

ネットワークの積極的活用

訴求ターゲットの拡大

●ウィズコロナとも言われる環境の中、より安全なライブとしての展示会開催のため対策を徹底します。

●出展社の皆さん、来場者の皆さんにも対策の連携をお願いし、効果的な対策を図ります。

※対策内容は状況の変化に応じてアップデートし、開催前に最新版をお知らせします。

●生活やビジネスの新たな様式が日常化し、ネットワークによるコミュニケーションが拡大していること

を受け、JGF2021は会場でのライブ展開との両輪としてネットワークでの展開を推進します。

●ネットワークの活用により、JGF2021終了後も出展社情報等をアーカイブとして提供可能です。

●ネットワークの積極活用により、従来リーチできなかった層へのコミュニケーションが可能になります。

●これによりJGFの新たなファン獲得は勿論、ゴルフ未経験層に対するゴルフの魅力訴求により、

ゴルフファンの醸成を目指します。

JGF2021の基本的な考え方
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JGF2021における新たな展開のポイント

5

徹底した
感染防止対策

バーチャル展示会 出展条件の改訂

主催者による
ネットワーク活用2種類の

コミュニケーションによる
訴求ターゲット拡大

関連メディア＆
SNSによる訴求強化

出展価値＆
出展のしやすさ拡大

●会場のライブ映像配信
●多様なオンラインコンテンツ
●WEBメディアとの連携

新規＆再開
ゴルファー増加という

社会現象
「密にならないスポーツ」

●人気SNS発信者との連携
●ゴルフメディアとの連携
●未経験者への訴求

P６～８

P１１～12 P13

P１１

P９～１０

●遠隔地ターゲット
●ゴルフ未経験層

●オンライン参加者への訴求
●5か月間にわたる情報訴求
●バーチャル商談
●情報のアーカイブ効果

●試打席の利用条件変更
●展示試打タイプ＆
壁面タイプの利用条件変更
●A6コマ以上の割引
（会員）

●来場者事前登録制
●セーフティエリア方式
●出展社の対策明確化



新型コロナウイルス感染防止対策①

感染防止対策の策定にあたって
JGF2021の実施には、関係する全員が納得できる感染防止対策の実施が前提となります。

そのためJGFは、対策の具体的内容を策定中です。

策定にあたっては、日本展示協会による「感染防止対策ガイドライン」、横浜市と横浜観光コンベンション・

ビューローによる「安全・安心なMICEガイドライン」、パシフィコ横浜による「感染予防対策ガイドライン」を基

に、JGFならではの特徴を考慮した感染防止対策を実施します。

感染防止対策の基本方針
■セイフティエリアの設置

感染防止の基本方針として、JGF会場内の「セーフティエリア化」を図ります。会場内を「ウイルス付着物が

無く、感染者の入場も無い状態」とし、会場内での様々なプロモーション活動に過度の制約を課す必要がな

い状況を目指します。

■全関係者による多角的な防止対策

主催者、出展社、施設、来場者と、多様な立場の人が関わる大型イベントのため、それぞれが実施する内

容を明確化し、多角的な展開を図ります。

■計画段階

①出展社、来場者が密になりにくいレイアウト実施 （ブースの配置位置、通路幅）

②海外企業の出展について、入国やビザの発給制限がある国からの参加を認めない

③感染リスクが比較的高い付帯イベントは実施しないか、密を避ける実施方法とする

（開会式、ステージイベント、セミナー）

■施設・設備

①JGF会場（セーフティエリア）に入場する全員に対し、スクリーニングのためのサーモグラフィカメラ

を複数台設備する

②受付やインフォメーション、商談スペースなどの対面が避けられない場所において、ビニールカーテン

やアクリル板などを設置する

③待機列の発生が考えられる場所には、整列用の間隔目印を設置する

④準備を含め会期中を通し、空調システムによる換気に加え、会場出入口の開閉による換気を行う

■運営システム

①来場者の事前登録制を導入し、感染対策情報 （体調不良や発熱時に入場不可など）を確実に発信

②事前登録時にQRコードを発行し、来場受付においてはQRコードの読み取りによって受付時間を

短縮する

③出展社関係および主催者関係のすべての人員についても、QRコードによる管理もしくは勤退状況の

管理のための施策を実施する

④セーフティエリアの確保のために、来館→スクリーニング→入場の対応行程を確立し、管理する

（出展社に対しても適用）

感染防止対策

主催者による対策企画
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新型コロナウイルス感染防止対策②

①セーフティエリアに入場する人へのサーモグラフィカメラによるスクリーニング

・来場者、出展社、主催関係、施設関係者など、多様な入場者全員のスクリーニングを実施

・来場者の再入場や、出展社の外出からの戻りなどについても、全ての入場を対象とする

②スクリーニング結果に対するフォロー

・サーモグラフィカメラのスクリーニングにより発熱の疑いが発見された場合は、速やかに別所に

移動してもらい、体温測定を実施

・体温測定においても発熱が確認されたの場合は、入場をお断りする （関係者は所属に報告）

③入場時の対策の徹底

・入場は、マスク（またはフェイスシールドなど）の着用を必須とし、お持ちでない方には提供する

・入場時、手指の消毒を必須とする

④会場内入場者数の管理

・国および施設が設定する同時入場者数の上限を超えないために、QRコードを利用して管理し、

必要に応じ入場を制限する

⑤セーフティエリア内外の行き来についての徹底した管理

・入場と退場を完全に区分し、来場者の導線においてもセーフティエリアの純度を保つ設定とする

・運営スタッフ、施設スタッフ、宅配などの委託先スタッフについてもセーフティエリアの入場管理実施

⑥セーフティエリア内への物品の移動についての管理

・セーフティエリア内の物品は、開催までに事前に全品消毒を済ませる

・開催時間中は、リスキーエリアからセーフティエリアへの物品を移動させない

・来場者のＩＤバッチなど、来場者と共に移動する物品は、基本的に再利用しない

主催者による対策運営
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新型コロナウイルス感染防止対策③

出展社にて対応いただく事項
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①ブースデザインにあたり、密を発生させるリスクを抑えるレイアウト

・展示物を見る際に来場者が対面しにくいレイアウト

・デモンストレーション時に説明員と来場者との間隔が確保できるレイアウト

・商談コーナー等で対面が避けられない場合にはビニールカーテン等を設置

②自社ブースに参加する全スタッフ（自社および外注先）の勤退状況管理

・出展社関係スタッフ全員が登録を行い、QRコードの発行を受ける

・セーフティエリアの入退場の際はQRコードの認証を行う

・万が一登録が不可能な場合は、当該スタッフの勤退状況の記録（日誌）を作成し管理する

・接触確認アプリ（COCOA)のインストールを推奨

③自社ブースで使用するマスクや消毒液、手袋、説明員用のフェイスシールド等の手配

・展示品などの物品を触る場合はゴム製などの手袋を着用（個人専用とし1日1回交換）

・フェイスシールドは個人専用とし、随時消毒実施

※万が一商品不足などで入手困難な場合は事前に運営事務局への委託可能

④自社ブースに参加する全スタッフの消毒、マスク等着用の徹底

・開場時間前後についても着用を徹底

⑤出展品等の接触感染防止のため、出展製品や、テーブル、椅子等の消毒

・製品の展示作業日の最終に、展示品およびブース内什器の清拭消毒を行う

・高頻度接触部位については毎日複数回清拭消毒を行う

・物品の消毒は、効果および実施の手間等からアルコール系のスプレー式消毒薬を推奨

※ガラス、プラスチック、金属素材はウイルス減少速度が遅いためより入念な消毒が必要

※一部のアクリル樹脂や本革製品、染色繊維はアルコールによる変色等の可能性があるため、

次亜塩素酸系の消毒薬を推奨

※衣料品などの繊維製品については市販の除菌スプレーの使用を推奨

⑥開催時間中にセーフティエリア内に物品の持ち込みはしない

・持ち込みは開催時間外に物品を消毒の上持ち込む

⑦商品パンフレットや会社案内などの資料は極力デジタル化

・バーチャル展示会でのデータダウンロード等の活用

⑧デモンストレーションや商談時間を柔軟に調整し、密な状況を極力避ける

・バーチャル展示会のオンライン商談の活用



ネットワークの積極的活用による2種類のコミュニケーション展開

JGF会場でのライブ展開

①直接製品に触れ質感・感触を体感
個人スポーツのゴルフは用具やスタイル等も個人の感覚に依るため、クラブなどについて「体感」が
製品選びの重要な要素となります。
そのため、写真やスペックだけでは判断出来ない製品の魅力訴求が必要です。
多くの製品接触や試打の機会が、来場者が求める製品体感を可能にする唯一の方法です。

②プッシュ型の情報提供
出展社が自社ブースで製品現物を展示したり、サービスを紹介するという「展示会本来の展開」が、
プッシュ型の情報提供を実現します。

③製品との「買い回り」的接触
来場者が展示品を比較検討しやすい環境のため「買い回り」行動を喚起し、新たな需要意識が喚起
されます。
同時に、十分な比較検討がビジネス来場者の意思決定を後押しし、活発な商談が期待できます。

ネットワークで繋いだ展開

①ネットワークにつながる巨大マーケット
時間・空間の制約のないネットの世界には無数のユーザーが存在し、そこでのゴルフファンやゴルフ
ビジネス関係者は、巨大なマーケットととしてアプローチすることが可能です。

②JGF会場とネットワークとのリンケージ
会場で展開するイベントや、デモンストレーション、セミナーなどの具体的に役立つ情報を配信するこ
とにより、ネットでつながるターゲット（ネットワーク参加者）の興味を喚起することが可能です。

③インタラクティブな情報展開
ネットワーク参加者からの購入や商談といったリクエストに対応できる双方向な環境を設置します。

④ネットワーク配信専用コンテンツ
関連団体等によるセミナーなど、訴求対象が明確なコンテンツなど多様な情報を配信します。

⑤出展社の詳細情報
感染対策によって加速する情報のデジタル化に呼応し、企業や製品の詳細情報の提示や交換が
可能となります。

リモートワークが常態となるなど、ネットワークによるコミュニケーション拡大が加速化する今、

ライブ展開以外想定できなかった展示会において、ネットワーク化推進の好機と言えます。

JGF2021は、ライブとネットワーク双方の利点を活かす２WAYコミュニケーションを展開します。
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訴求ターゲットの拡大

ビジネス
来場者

来場
ゴルフファン

非来場
ゴルフファン

未経験で
ゴルフを考えたことが無い

未経験だが
ゴルフへの意向有り

ゴ
ル
フ
へ
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与
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向
け
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ア
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ロ
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■業種： 〇小売り22％ 〇メーカー21％
〇ゴルフ場・練習場関連25％

■目的： 〇多様な関連情報（製品・動向）
〇大手メーカー新製品 〇商談
〇中小メーカークラブ 〇人脈開発

■横顔： 〇男性69％ 〇50代以上55％
〇30代以下16％

■目的： 〇クラブ試打 〇購入
〇出展社イベント

■訴求： 〇ゴルフメディアの協力により
開催告知

〇公式HP＆FB

■横顔： 〇20代の40％近くが意向有り
〇費用、高い敷居、時間が課題

■横顔： 〇家族や知人に経験者不在
〇30代以下はニュートラル
〇50代以上は敬遠の傾向も
〇一定割合でスポーツ嫌いも

未経験については相対的に感度の高い層へ訴求
●20代・30代の社会人 ●NETやSNSによる情報網活用
●トレンドやファッションへの志向が高い ●スポーツ志向は必須でない

ネットワークの活用は、遠隔地などの理由から来場できなかったターゲットにも訴求が可能

になるだけでなく、ゴルフに興味を持たない層に対しての訴求ルートも拓けます。

拡大するターゲット層に対するコミュニケーションにより、ファンの獲得と深化を図ります。
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「JGF2021 バーチャル展示会」 ネットワーク活用

JGF2021に出展されると、ネットワーク上で展開する「バーチャル展示会」にも参加できます。

ネット上のバーチャルブースJGF会場でのライブブース

●製品訴求（現物＆ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ）

●試打による体感訴求

●販促セミナー

●サンプリング

●商談

JGF2021出展社

●自社サイトへの誘客

●製品・企業のデジタル情報の提供

●販促用WEBセミナー

●ネットワーク商談

●ネットワークキャンペーン

●熱量の高いターゲットへの訴求

●買い回り層に対する効果的製品訴求

●出展社相互の情報共有

●シズル感のあるマーケティング情報入手

●遠隔地のターゲットへの訴求

●ゴルフ裾野層への訴求

●デジタル情報による商談の具体化

●ネットワーク活用ビジネスのトライアル

主催者によるネットワーク活用推進

JGF会場のライブ映像配信
●主催者によるライブカメラなどの映像配信
●JGF協力メディアによる情報配信
●人気ユーチューバー、インスタグラマー等
による情報配信

JGFオリジナル企画の配信
●練習場などでの連動企画の状況の配信
●ゴルフフィットネス等レッスン映像の配信

WEBセミナー
●ＪＧＦおよび関連団体によるセミナーを配信
●リアルタイム配信だけでなく、動画コンテンツ
として公式サイトでから随時閲覧可能

ゴルフ関連団体との連携
●JGA,PGA、JLPGA等の練ったワーク展開
コンテンツとの連携

ネットワーク活用の主催者企画を実施してターゲットを公式サイトへ誘引し、

バーチャル展示会の最大限の拡散を図ります。
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開設期間：2月1日～6月30日



「JGF2021 バーチャル展示会」 実施概要
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■JGF2021に出展いただくと、バーチャル展示会が無料でご利用いただけます

■開設期間 2021年2月1日～2021年6月30日（予定）

■開催内容（案）●JGF2021出展社の「バーチャルブース」開設

●JGF2021出展社のネットワーク商談実施

●JGF2021の会場状況のライブ配信

●JGF2021に絡むWEBセミナー、WEBレッスンを配信

■実施方法 ①JGF2021の出展社に自社専用エリアである「バーチャルブース」を提供

②出展社は開催期間中随時自社ブースに情報を掲載し、更新可能

※情報の仕様等については「出展要項」を参照（内容確定後ご案内します）

※希望があれば、JGF運営事務局が掲載業務の委託を受けることも可能

③ネットワーク商談、 WEBセミナーの実施については自社ブース以外の専用エ

リアを使用

バーチャル展示会につきましては現在、設計・構築を行っております。

仕様は12月中に確定しますので、追ってご案内させていただきます。



開催および出展に関わる改訂事項
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■開催時間の変更

感染防止対策の一環として、初日・二日目の開催時間を18時までに変更します。

JGF2017より、横浜という開催地を考慮して19時までの開催としてきましたが、感染防止対策で負荷が

かかっている出展社の人的負担を軽減します。

■来場者の事前登録制の導入

展示会における感染防止対策として強く推奨されている「全来場者の把握」を実現するために「事前登

録制」を導入し、来場の集中を防止します。

来場者は公式サイトより来場登録をしていただき、入力いただいたメールアドレスを使用しフェアからの

最新の案内を送るだけでなく、万が一感染者が発生した場合の連絡に活用します。

■QRコードによる入退場管理の実施

事前登録者にはQRコードを発行し、入場の際はQRコードの提示により非接触で受付が可能です。

来場者だけでなく出展社スタッフの皆さんや主催関係においても同様に入退場の管理を実施します。

JGF2021開催全般に関わる改訂

出展に関わるレギュレーションの改訂

■運営事務局によるブース位置決定

会場レイアウトは感染防止対策の重要な要素であるため、今回は出展申込終了後に運営事務局にて

出展ブース位置を含めた会場レイアウトを決めさせていただきます。

■Aタイプ6コマ以上の出展料割引を実施

現在の状況を受け、Aタイプ6コマ以上の出展について、出展料を割り引かせていただきます。

■Aタイプ14コマの新設

現在の状況を受け、大型コマの選択肢を広げるべく「Aタイプ14コマ」を新設します。

■「レンタルルーム」の募集中止

感染防止対策の関係から、中2階の諸室「レンタルルーム」の貸し出しを中止させていただきます。

展示ホール内に仮設する「出展社専用スペース」をご利用ください。

■オプション施設 （試打席・出展社専用スペース） の申込方法変更

感染防止対策を考慮した会場レイアウト実施のため、試打席などのオプション施設についてはブース

の出展申込終了後に利用申し込みを行います。（1月初旬 ご案内予定）

ブース同様、設置位置は運営事務局にて決めさせていただきます。

■試打席ケージタイプの利用条件を変更

Aタイプブースに限定していた試打席ケージタイプの利用条件を、JGF2021では「Aタイプ出展もしくはB

タイプ2コマ以上の出展」に緩和いたします。

■展示試打タイプ、壁面展示タイプのコマ数制限を変更

1コマ限定としていた「展示試打タイプ」と「壁面展示タイプ」について、JGF2021では「1社2コマまで」使

用可能とします。



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

【参考資料】

＜4コマ並列＞ ＜4コマ半島＞

3.5m

3.0m

3.5m

3.0m
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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 １4コマ

◎お申込みの最大コマ数は１６コマです。

●６コマ以上には出展料が割引となります。（JGGA会員に限る）※下記割引率参照

※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コマ以上のコマは面積換算となるため、定型とならない場合が

ありますので、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。

１６コマ

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

※割引後料金
非会員

6 2,223,000 2,580,000

8 2,888,000 3,440,000

10 3,515,000 4,300,000

12 4,104,000 5,160,000

14 4,655,000 6,020,000

16 5,168,000 6,880,000

6コマ 8コマ 10コマ 12コマ 14コマ 16コマ

2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 15%
割引率



(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

15



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２コマまで出展可能です。

◎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

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２コマまで出展可能です。

※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
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●試打席ケージタイプの申込は2021年1月初旬を予定しています。

●申込は｢Ａタイプの出展社」または「Bタイプ2コマ以上の出展社」が対象となります。

※Ａタイプ１コマ以上または、Bタイプ２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

専有スペース

出展募集概要 オプション施設①
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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

専有スペース

●試打席オープンタオイプの申込は2021年1月初旬を予定しています。

●申込は｢Ａタイプ６コマ以上の出展社」が対象となります。

出展募集概要 オプション施設②

18



◎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。

◎スペースの拡大などの希望がある場合は、事務局までご連絡ください。

◎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。

(大) （22.5㎡）

(小) （14㎡）

出展社専用スペース

出展募集概要 オプション施設③

●「レンタルルーム」の貸出を中止します。 （出展社専用スペースをご利用ください）

●「出展社専用スペース」の申込は、2021年1月初旬を予定しています。

●申込は｢Ａタイプの出展社」が対象となります。
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【募集総数：2021年1月に決定】

【募集総数：2021年1月に決定】


