
2020 年 3 月 16 日 

ご出展関係者各位 

リトル・ママ フェスタ運営事務局 

 

リトル・ママフェスタ東京 2020Apr  出展マニュアル 

 

Ⅰ．イベント開催日時：2020 年 4 月 16 日(木)17 日(金)、18 日(土)19 日(日)  10:00～16:30 

（16、17 日は、延期となった 3 月 6、7 日開催イベントの振り替え日となっております） 

 

Ⅱ．開催場所：五反田 TOC ビル 13 階展示会場 D－H 

 

 

16 日(木)から、ご出展される企業の方の設営・搬入時間 

 

搬入時間は下記の通りとなります（下記時間以外での搬入は出来ません）。 

★4 月 15 日（水）14:00～18:00  

※18:00 には会場を閉めさせていただきますので、それまでに設営を終了させて下さい。 

★4 月 16 日（木）8:00～10:00 

※10 時開場のためそれまでには設営を終了させてください。 

 

宅急便にて搬入する場合は、 

4 月 15 日（水）「午前中」着 指定にて下記住所へご発送下さい。※必着ではなく指定でお願いします。 

お荷物の受け取りは運営事務局にて行います（4 月 15 日以前の受取りは一切出来ません）。 

＜発送先＞ 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 

五反田 TOC ビル 13 階展示会場 D-H 

リトル・ママ フェスタ運営事務局 大沼宛 ＴＥＬ 090-3419-3621 

備考欄に①4/16 リトルママフェスタ②企業名③ご担当者名/ご担当者携帯番号 

を必ずご記入下さい。 

 

別紙ご案内の「荷物仕分け票」を必ずご記入の上、お荷物にお貼り下さい。 

また輸送中の破損などは、運営事務局では一切の責任を負いかねますので 

梱包にはご注意下さい。 

 

■仕分け票貼付のお願い  

・お荷物の管理のため、  

各荷に「仕分け票」を貼付の上ご発送ください。  

・仕分け票は別紙でご案内しております。 

 

 



18 日(土)から、ご出展される企業の方の設営・搬入時間 

 

搬入時間は下記の通りとなります（下記時間以外での搬入は出来ません）。 

★4 月 17 日（金）18:00～19:00  

※18:00 には会場を閉めさせていただきますので、それまでに設営を終了させて下さい。 

★4 月 18 日（土）8:00～10:00 

※10 時開場のためそれまでには設営を終了させてください。 

 

宅急便にて搬入する場合は、 

4 月 17 日（金）「午前中」着 指定にて下記住所へご発送下さい。※必着ではなく指定でお願いします。 

お荷物の受け取りは運営事務局にて行います（4 月 17 日以前の受取りは一切出来ません）。 

＜発送先＞ 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 

五反田 TOC ビル 13 階展示会場 D-H 

リトル・ママ フェスタ運営事務局 大沼宛 ＴＥＬ 090-3419-3621 

備考欄に①4/18 リトルママフェスタ②企業名③ご担当者名/ご担当者携帯番号 

を必ずご記入下さい。 

 

別紙ご案内の「荷物仕分け票」を必ずご記入の上、お荷物にお貼り下さい。 

また輸送中の破損などは、運営事務局では一切の責任を負いかねますので 

梱包にはご注意下さい。 

 

■仕分け票貼付のお願い  

・お荷物の管理のため、  

各荷に「仕分け票」を貼付の上ご発送ください。  

・仕分け票は別紙でご案内しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お車で搬出入をされる方（全日共通） 

 

車をご使用される場合は、TOC ビル駐車場（別紙参照）からの搬出入になります。時間以外での搬出入は出来ません。 

 

＜お車での搬入に際しての注意事項（別紙参照）＞ 

① 駐車場入口からの経路は、別紙をご参照ください。 

② 駐車場出入口の時間帯と入場できる車両サイズを事前に別紙にてご確認ください。 

③ 台車のご用意はございませんので、各企業様にてご持参ください。 

④ 搬出入のみの一時的な停車でも駐車料金が発生します。なお駐車場代は各出展企業様のご負担となります。

（料金は別紙ご参照ください） 

⑤ 搬出入の際は、9 号機～18 号機のエレベータをご使用ください。 

 

 

 

搬出について（全日共通） 

 

   搬出はイベント終了後、18:00 までに終了させて下さい。 

  

（１） 宅急便をご利用の場合 

「ヤマト運輸」又は「佐川急便」の集荷がご利用いただけます。 

それ以外の運送会社をご希望の場合は出展企業様にて手配下さい。 

各運送会社によって使用出来る伝票が異なるため、よくご確認をお願いします。 

なお会場での発送費の精算は出来ませんのでご注意下さい。会場内にも発送伝票の用意はございます。 

 

★ヤマト運輸：「着払い伝票」のみ使用可能。「運賃元払伝票」の使用は不可。 

以下を必ずお守りください。規定外のものは発送ができません。 

・しっかりとした梱包が行われているもの 

・3 辺の合計が 160 センチサイズ以内のもの 

 

★佐川急便：「着払い伝票」及び普段事務所でご利用の「運賃元払伝票」が使用可能。 

 

集荷時間は、 

4 月 17 日(金)17:00 

4 月 19 日(日)17:00 

を予定しておりますので、当日指定の場所にまとめて置いて下さい。 

なお翌日、または翌々日での出荷扱いとなる可能性がございますのでご注意下さい。  

 



Ⅳ．展示スペースについて 

 

１．企業ＰＲブース概要 

① ブースサイズ：3.5m×3.5m 

② 机 2 本（1800mm×450mm） 

③ イス 4 脚 

④ 背面パーテーション 1 枚（幅 1800mm＜600mm×3＞×高さ 1800mm） 

画鋲使用不可にて必ずテープをご使用下さい。 

  ※ 追加備品費用 

椅子 1 脚 500 円（税別）、机 1 本 1,500 円（税別）、白布 1 枚 500 円（税別）、 

パーテーション 1 個 10,000 円（税別） 

※1 ブースあたり、机の追加は 2 本、椅子の追加 8 脚までとします。 

指定されたブーススペース内（3.5×3.5m）を必ずご使用下さい。指定されたスペース以外 

（通路・休憩スペースなど）での商品展示・のぼり（防炎加工要）・POP または営業行為などは禁止しております 

また音楽や映像などを使用する場合は、周りの方に迷惑にならないよう音量のご配慮をお願いします。 

他のブースへの営業妨害、不正発覚の際は、出展禁止とさせていただきます。 

ブースの一部または全部を第三者に貸与・譲渡することはできません。 

各企業様の出展場所については、出展内容などを考慮して運営事務局にて決定致します。 

またブーススペースに置ききれないストック用のお荷物につきましては、別途ご相談ください。 

 

２．電源について 

電源をご希望される場合は予め出展申込時にご連絡下さい（別途費用がかかります） 

事前の申込がない場合は電源のご用意はできません。電源容量は PC、DVD 程度のご用意となります。 

ドライヤー・電子レンジ・冷蔵設備など多くの電源容量を必要とする場合は事前に営業担当へご確認下さい。 

■ 電源使用料：（1,000ｗ以内）10,000 円（税別） 

※延長コードは、各企業様でご用意をお願いします。 

※3000W 以上お申し込みの場合は別途お見積もりさせていただく可能性がございます。 

 

３．会場内の Wi-Fi 環境について 

  会場内にフリーの Wi-Fi 環境はございません。必要な場合は、各企業様でご準備ください。 

 

４．着ぐるみについて 

  企業ＰＲとして着ぐるみを使用する場合は控室をご用意しております。 

ただし複数の企業様でご利用いただきますので予めご了承下さい。 

 

５．ブース内でのトラブルについて 

対人・対物トラブルについては当該出展者の責任において解決するものとし、主催者は一切の責任を負いません。 

期中主催者は、会場全般の管理にあたりますが、各ブース内での出展物の保護については、出展者が責を負うものとし、ま

た、主催者は天災その他不可抗力による出展者の損害に対しては、補償の責は負いません。 

 

 

 



６．ブース内での試食・食品提供について 

   生ものや火を使った調理は禁止しております。試食をご希望される企業様は、予め営業担当へお知らせください。保健所の

申請が必要なため、提供する商品の名前、成分表、保管方法をご提出ください。 

■提出期限：3 月中までに。お早めにお願いいたします。  

 

パッケージに入った飲食物の配布は、常温のものをご使用いただき、配布前に必ず賞味期限をご確認の上、 

お配りくださいますようお願い申し上げます。取り扱い内容によっては、シンクが必要な場合がございます。 

■シンク使用（共有）：別途見積り 

 

ブース内でご使用する機材・道具などは、全て出展企業様にてご用意下さい。 

また使用した皿・容器などを洗う場所はございませんので、使い捨て容器をご利用いただき、ゴミは出展企業様にてお持ち帰

りいただきます。 

 

食品衛生法および関連法令等を遵守し、事故等が発生しないよう十分に注意してください。食中毒等の食品衛生管理に

ついて発生する損害等については当該出展者の責任において解決するものとし、主催者は一切の責任を負いません。万が

一事故が発生した場合に備えて PL 保険登録のご確認をお願いします。 

 

７．ゴミについて 

  イベントで使用したダンボール・ゴミなどは、全て出展企業様でお持ち帰りいただきます。 

  お持ち帰りいただけない場合の会場での廃棄は有料となります。 

  ■廃棄量 1 ㎥単位 10,000 円（税別）※ペットゴミなど分別をお願いします。 

 

8．スタンプラリーについて 

  ブース番号と同じ番号のスタンプを当日本部にてお貸出しいたします。 

持ち出す際、返却する際にサインを頂きます。個数をご確認の上、サインをお願いいたします。 

イベント終了後に忘れずにご返却くださいますようお願いいたします。 

※【注意】 

はんこを紛失された場合は、同製品購入費用といたしまして 1,500 円をご弁償していただきますので、 

お取り扱いには十分にご注意ください。 

 

9．事前確認事項  

出展情報登録フォームから、締切日までにご記入願います。 

締め切り日はメール、またはイベント管理サイトよりご確認ください。 

 

 

 

以上 

             

 

 

 

 



 

 

       リトル・ママフェスタ運営事務局（株式会社リトル・ママ） 

〒105-0014 東京都港区芝 2-30-6 ファインラック芝 2F 

TEL03-6453-8903／FAX03-6453-8904 

担当：大沼 

緊急連絡先：大沼携帯 090-3419-3621 

 


