
ご出展者各位

出展要項

第21回 ＲＩＮＧの会 オープンセミナー2019



【 名 称 】第21回 RINGの会 オープンセミナー2019
【 日 程 】2019年7月6日（土）
【 会 場 】パシフィコ横浜 国立大ホール 1階マリンロビー
【 主 催 】一般社団法人ＲＩＮＧの会
【 事 務 局 】ＲＩＮＧの会 オープンセミナー実行委員会
【 お問合せ先 】ＲＩＮＧの会 オープンセミナー

展示担当:小松（機材等）E-Mail:komatsu@pacifico.co.jp
E-Mail: tenji-info@ring-web.net（その他一般的な質問）

第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 開催概要

概 要

アクセス
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第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 出展概要

全体スケジュール

出展小間

【設営】7月6日（土） 07:00～ 9:00 搬入/設営
【開催】7月6日（土） 09:00～17:30
【撤去】7月6日（土） 17:30～18:00

※18:00までに完全撤収してください。

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

出展者搬入・設営
（7:00～9:00）

開場
（9:00～）

閉場
（17:30）

撤収
（18:00まで）

■ご注意
パテーションは画鋲禁止です。セロテープ、布製ガムテープ、マジックテープ、両面テープなどをご利用ください。
※現状返還ですので、破損、汚損があった場合には修理費等をご請求させていただきます。
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【S区画】W3.96m×D1.98×H2.4m=全8小間 216,000円（税込）
【R区画】W4.95m×D1.98×H2.4m=全2小間 324,000円（税込）

【B区画】W1.98m×D1.98×H2.4m=全7小間 108,000円（税込）【A区画】W1.98m×D1.98×H2.4m=全8小間 162,000円（税込）



■テーブル
・会場常設備品ですので、事前に申請いただければ無料でご用意いたします。

webオンラインにてお申込ください。
サイズ:Ｗ1500ｍｍ×Ｈ720ｍｍ×Ｄ600mm

■イス
・会場常設備品ですので、事前に申請いただければ無料でご用意いたします。

webオンラインにてお申込ください。

■その他レンタル備品
・有料にて各種備品/機材のレンタル備品をご用意しています。

ご希望の場合は、webオンラインにてお申込ください。
（お申込み期限:開催の2週間前まで）

・インターネット接続（無線ＬＡＮ） ￥5,400(税込）
・アームスポット ￥4,320(税込）/個
・プロジェクター3000lm＋台 ￥54,000（税込）/台
・80インチスクリーン自立式 ￥5,400（税込）/台
・42インチ液晶ディスプレイ ￥54,000（税込）/台
・26インチ液晶モニター ￥27,000（税込）/台
・ＤＶＤプレーヤー ￥10,800（税込）/台

※上記以外の備品/機材、その他ご希望事項がございましたら
tenji-info@ring-web.netにてご連絡ください。

■お弁当・懇親会
・スタッフ用のお弁当及びセミナー終了後の懇親会のお申込みが可能です。

ご希望の場合は、webオンラインにてお申込ください。
（お申込み期限:開催の1週間前まで）

・お弁当 ￥1,350（税込）/個
・懇親会参加 ￥8,500（税込）/人

■ご注意
当日の追加に関しましては、ご用意できない物もございますので、予めご了承ください。

第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 出展概要

備品/機材他
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■ご請求
開催後、お申込書内容及びその後の追加お申込みに沿ったご請求書をお送りいたします。
お支払期日は2019年7月31日（水）とさせて頂きますので、
期日までにご入金くださいますよう、お願い申し上げます。

■小間位置決定
小間位置につきましては、各区画ともお申込順とさせて頂いております。

■「ＰＲ文」提供のお願い
当日、来場者へ配布の資料に出展者案内を同封させて頂きます。
・締切日:2019年6月14日（金）
※PR文の入力は「RINGの会オープンセミナー出展申込ページ」より、
「PR文書の入力・修正」をクリックの上ご登録をお願いいたします。

■「プレゼンブース」のご案内＜全8枠/1枠=税込32,400円＞
各ブースご出展社様が追加で申込めます。
昼食時間及びコーヒーブレイク時に5分間、ブース見学者に対し御社のプレゼンが行えます。
webオンラインにてお申込ください。お申込及び希望時間は先着順とさせて頂きます。
締切以降のお申込の受付はできませんので、予めご了承ください。

■「有料配布物」のご案内＜先着順10社まで/税込75,600円＞
参加者に配布する資料に同封する方式にて、全参加者にチラシ配布が可能です。
Ａ4サイズで5枚程度まで、ホチキス止めにして1セットの状態にて納品ください。

（フィルム袋には入れないようにしてください。）
2セットになった場合は追加料金をご請求いたします。

尚、今年のプログラムの用意数は、1,300部～1,500部となる見込みです。
最終的な部数については、6月7日（金）頃連絡させて頂きます。
6月7日（金）以前に印刷をされる方は、1度お問い合わせをお願いいたします。
・納品期日:2019年7月2日（火）必着
・納品先 :〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）
会議センター1Ｆ オペレーショングループ 小松 宛
TEL 045-221-2141 FAX 045-221-2165

■キャンセルについて
5月15日（水）以降のキャンセルにつきましては、ブース料金の100％を頂きますので、
ご注意くださいませ。

第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 出展概要

その他事項

【昼食時間帯】
①12:15～12:20
②12:25～12:30
③12:35～12:40
④12:45～12:50
⑤12:55～13:00
⑥13:05～13:10

13:30～ セミナー2部 開始

【午後休憩時間帯】
⑦15:05～15:10
⑧15:15～15:20 

15:30～ セミナー3部 開始
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第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 出展規定

出展物

■高さ制限
・展示物・装飾物ともに制限の範囲内でお願いいたします。

※2,400ｍｍ

■危険物の持込禁止
危険物の持込はできません。
・銃器、刀剣類、引火性、爆発性または、放射線危険物質、劇薬物、麻薬、工業所有権等を

侵害する恐れのあるもの、輸入禁止製品の持込は固くお断りいたします。

■出展物の保全管理
主催者は会場の保全・管理に最善の注意を払いますが、出展物の保護については、
出展者自身で行ってください。又、天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の
事故についてはその責任を負いません。
出展物の輸送及び期間中の保護については、必要に応じて保険を掛けるなど、適切な処理を
講じてください。

■事故防止及び責任
出展者は、搬入出、施工、実演等の作業全般について事故防止に努めてください。
出展者の行為による事故発生の場合は、当該出展者の責任となります。
又、展示及び実演の際、騒音、臭気、振動等には万全の防止策を講じてください。
会場の保全・秩序の維持や来場者の安全に支障があると認めた場合、主催者は当該出展物の
実演の中止もしくは制限を求めることがあります。

■試飲・試食について
飲食の提供及び販売は禁止しております。

■免責
主催者は、天災その他不可抗力によって本セミナーの開催を中止させていただく場合が
あります。その場合、出展料及び出展者側の発生経費については補償の責務を負いません。

■お願い
・配布物は自社展示エリアのみで行ってください。

ロビー、廊下、受付等での配布はご遠慮ください。
・持込された機材等の梱包のゴミ等は、各自でお持ち帰り下さい。

残留したものがあった場合は、事務局にて最良と思われる方法にてこれを処分し、
その際にかかる費用の全額を当該出展社に負担していただきます。

・多くの企業様が出展をされます。
出展者間でのトラブルもないよう、コミュニケーションにもご配慮くださいませ。
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■車両による搬入
専用の搬入出口をご利用頂きます。
機材・商品等の搬入出の際、業者等を利用して行う場合は、皆様の責任で受渡しをお願いします。

【スケジュール】
2019年7月6日（土） 07:00～09:00 搬入

17:30～18:00 搬出（即日撤去）
【計画搬入・計画搬出】

車両による搬入出を予定している場合は、必ず「搬入出車両申請書」に必要事項をご記入のうえ、
事務局への提出が必要となります。
搬入出車両の駐車スペースはありませんので、積み降ろしが済んだ車両はすみやかに移動してください。

【搬入出車両証】
「搬入出車両証」は、「搬入出車両申請書」にて申請のあった出展社に、後日、E-Mailにて送付します。
当日に運転をされる方にお渡しください。
この車両証は、隣接の「みなとみらい公共駐車場」には駐車券とはなりません。

【駐車場】
駐車の際は「みなとみらい公共駐車場（地下・有料）」をご利用ください。
詳細はこちらをご確認ください。（ http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/parking/tabid/237/Default.aspx ）
※「みなとみらい公共駐車場」は高さ制限は2.1ｍ以下となりますのでご注意ください。

【注意事項】
・搬入出は必ず搬入口から行ってください。

エントランスロビーからの搬入出はできませんのでご注意ください。
・搬入出車両の待機場所として、ゼブラゾーンをご利用いただけますが、

駐車スペースではございませんのでご注意ください。
・搬入口に駐車する際は、消火栓、臨港パーク入口を封鎖しないよう注意してください。

又、歩行者の安全確保に努めてください。
・各自お持込された機材等の梱包のゴミ等は、各自でお持ち帰り下さい。

■宅配便による搬入出
【搬入時】

宅配便で荷物を送る場合は、催事名称・出展社名及びブース番号を明記し、
2019年7月5日（金）着にて送付ください。

・送付先:〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）
国立大ホール オペレーショングループ 古屋 宛
TEL 045-221-2104 FAX 045-221-2105

【搬出時】
2019年7月6日（土）17:00からマリンロビー内に臨時の宅配デスクをご用意いたします。
※ヤマト便のみの取り扱いとなります。

第21回 RINGの会 オープンセミナー2019 搬入・搬出-1

搬入出について＜1＞
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搬入出について＜2＞

■注意事項
・搬入出は必ず搬入口から行ってください。エントランスロビーからの搬入出はできませんのでご注意ください。
・搬入出車両の待機場所として、ゼブラゾーンをご利用いただけますが、駐車スペースではございませんのでご注意ください。
・搬入口に駐車する際は、消火栓、臨港パーク入口を封鎖しないよう注意してください。又、歩行者の安全確保に努めてください。
・各自お持込された機材等の梱包のゴミ等は、各自でお持ち帰り下さい。
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搬入出車両証申請書

提出期限:2017年6月25日（火）
送付先:RINGの会 展示ブース担当 小松 宛 PHONE:045-221-2141
FAX:045-221-2165
Ｅ-Ｍａｉｌ:komatsu@pacifico.co.jp

出展社名: ブース番号:

PHONE: FAX:

担当者名: E-Mail

・搬入予定時刻: 時 分頃

・搬出予定時刻: 時 分頃

・搬入車両台数:2ｔ× 台/普通車× 台

・搬出車両台数:2ｔ× 台/普通車× 台

■注意事項
・搬入出は必ず搬入口から行ってください。

エントランスロビーからの搬入出はできませんのでご注意ください。
・搬入出車両の待機場所として、ゼブラゾーンをご利用いただけますが、

駐車スペースではございませんのでご注意ください。
・搬入口に駐車する際は、消火栓、臨港パーク入口を封鎖しないよう注意してください。

又、歩行者の安全確保に努めてください。
・隣接の「みなとみらい公共駐車場」には、2ｔ車は駐車できませんのでご注意ください。
・搬入出車両の駐車スペースはありませんので、積み降ろしが済んだ車両はすみやかに移動してください。


