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「41年目の新発見」
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出展者工事
及び搬入
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※上記のレイアウトは昨年のものです。今年度のレイアウトについては、現在調整中です。
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※上記のレイアウトは昨年のものです。今年度のレイアウトについては、現在調整中です。



＜車輛展示＞

※上記のレイアウトは昨年のものです。今年度のレイアウトについては、現在調整中です。



※必ず、事前に㈱グリーンリビングへお申し出ください

㈱グリーンリビングまで、お問い合わせ・お申し込みください。

例）お好み焼きを販売するため、ブース内で焼き上げ試食させる



出展小間の仕様について
※仕様については、会場レイアウトの都合により変更する場合があります。

テーブル、イス、照明器具、コンセント等は同封の『3 備品・電気申込書』にてお申し込み下さい。

基本小間
【設備装飾】
●後壁（バックパネル）
　間口　3,000㎜
　高さ　2,400㎜
●仕切り壁（サイドパネル）
　奥行　1,000㎜
　高さ　2,400㎜
●壁（パネル）の材質
　白色・アルミフレーム
●占有スペース
　間口　3,000㎜
　奥行　1,800㎜
●パラペット・社名板
　間口　3,000㎜
　高さ　300㎜

特売場・フリースペース
スペース及び出展料は協同組合担当者とご相談下さい。

　『1 展示会出展申込書』を受領後、大阪府保険医協同組合より出展料・協賛広告料の請
求書をお送りいたしますので、速やかにご入金下さい。ご入金確認をもって受付完了とさせ
ていただきます。
　受付ができ次第、適宜発行のまつり宣伝チラシ及び大阪府保険医協同組合のホームページ
に、「第39回保険医まつり」出展企業として貴社名を掲載させていただきます。
　また、電気・備品等の料金につきましては、開催日当日に（株）グリーンリビングより請
求書をお配りいたしますので、銀行振込みでお支払い下さい。

※�出展料（小間料金）に
は、上記小間設備、宣
伝掲載費が含まれてい
ます。なお、小間割り
は、協同組合担当者が
行いますのでご了承下
さい。

※�小間割りにより高さが
1,500㎜になる場合が
ございます。あらかじ
めご了承下さい。



8. 自社装飾工事に関する注意事項
a. 一般的注意事項

自社小間の設計は原則として自由ですが、 次の8つの点についてご注意ください。
①非常口、 非常誘導表示類及び消火器などを隠したり、 ふさいだり、 移動したりしないこ

と。
②自社装飾は最大高さ制限(2.5m)とすること。
③展示は通路にはみ出さず、 自社小間面積以内に納めること。
④他社小間及び来場者に対して安全であり、 通行障害にならないこと。
⑤会場建物の構造 ・ 設備への加工や損傷を与えないこと。
⑥天井構造及び専用ノックを使用しないで行う天井吊りをしないこと。
⑦小間内での調理や大量の水などを使用する場合は、 必ず事務局にご相談ください。
⑧フリー スペー スでの出展業者様は内容のわかる図面を事務局に提出の上、 許可をお受

けください。

b. 床工事

この会場の床仕上は、 カ ーペット仕上げになっておりますので、 会場床への直接釘打
ち、 床の掘削及びノリ貼りをすることは出来ません。 汚水処理 ・ 運搬据付時等床を傷め
ないよう、 充分養生をほどこしてください。

C. バックパネル ・ サイドパネルの加工

主催者側が施工した基礎工事部分（バックパネル ・ サイドパネル） の穴あけ、 移動、
撤去は出来ません。

但し、 説明パネルや切文字、 マ ークなどを基礎パネルに取り付けたい場合は、 あらか
じめ事務局の承認を受けてください。 さらに取付工事の際は、 隣接する他社小間、 ア ー

スに振動や衝撃を与えないようにしてください。 また、 荷重がかかりすぎて基礎パネル
が変形することのないように注意してください。

尚、 事務局が認めた加工工事であっても後に影響が出た場合には現状に戻していただ
きます。
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d. 什器 ・ 備品 ・ 照明器具 ・ コンセント等の申込みについて

展示台 ・ コンセント ・ 照明器具などの備品については、 各出展業者様でご用意してい
ただくことになります。

照明器具の高さは最大2.5mと、自社小間面積からはみ出すことは出来ません。また、
ネオン管等を装飾として用いることは出来ません。

よって、 自社で準備できない場合は、 事前にお送りしております申込用紙にて、 
「（株）アステム」宛にお申込みください。 尚、搬人当Hの追加申込みはお受けできません

のでご注意下さい。 特にコンセント・照明器具等の追加工事はできませんので、必ず事前 
にお申し込みください。

e. 防炎材の使用

展示会に使用する材料は、 すべて耐火性・防炎性であることが消防法及び同施行令で
定められています。ベニヤ等の合板からカ ー テン ・ クロス ・ カ ーペットに至るまで防炎材
あるいは防炎処理済みの材料をご使用ください。工事中、 期間中の検察によって不適格
とみなされた場合は変更もしくは展示中止を命令される恐れがございますのでご注意く
ださい。尚、 発砲スチロール等の可燃物による切文字、 マ ー ク等の表示はできません。
切文字、 マー ク等の加工はスタイロホ ー ムを使用してください。

f. 非常口及び消火器

あらかじめ定められた非常口表示、 それに消火器表示を隠したり、 ふさいだり、 移動
したりしないでください。

g. 通路の確保

工事のための作業は、 原則として自社小間、 ブース内で行ってください。 通路上での
作業はさけてください。

h. 作業残材の処理について

梱包材料、 工事くず、紙くず等の残材は必ず各社で持ち帰ってください。
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「グリーンリビング」



株式会社グリーンリビング
　〒541-0052
　大阪市中央区北久宝寺町4-4-2�コラボビル902号室
　TEL�06-6252-1670
　FAX�06-6252-1672

担当：甲斐�まで

備品・電気代のお支払いについて

　備品・電気申込の支払いは口座振り込みでお願いします。
　〈条件〉
　　振込期日：11/30（金）
　　口座　　：三井住友銀行　恵比寿支店　普通　71116776　カ）グリーンリビング
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8 28

10月26
30分まで

時間は必ずお守りください。

10月26 28





「第41回 保険医まつり」



41

「保険医まつり」

28

〈医科〉 〈歯科〉 〈未入会・他府県〉

会員カード

М内・外・整形耳鼻・眼・産婦
小・皮・他（　　）

第39回保険医まつり

10/１土
12：00～19：00
▼

10/２日
10：00～17：00

マイドームおおさか

協同の力で安心・信頼・満足を届けたい

ご入場の際、総合受付にこのカードをご提示下さい
上記の専門科目に○印を入れて下さい

会員カード

Ｄ
第39回保険医まつり

10/１土
12：00～19：00
▼

10/２日
10：00～17：00

マイドームおおさか

協同の力で安心・信頼・満足を届けたい

ご入場の際、総合受付にこのカードをご提示下さい

会員カード

第39回保険医まつり

10/１土
12：00～19：00
▼

10/２日
10：00～17：00

マイドームおおさか

協同の力で安心・信頼・満足を届けたい

ご入場の際、総合受付にこのカードをご提示下さい

未入会・他府県



第41回 保険医まつり

鈴木機械（株）



28 15頁

11月14日

商品券は開期中のみ有効で、３Ｆ生活関連ブースと２Ｆの一部ブースにて利用で
きるものです。商品券は現金扱いとし、（買掛の相殺には利用できません）最終日
に本部にて各業者様の回収分を集め、確認されたもののみ終了後還金します。

保険医まつりオリジナル商品券（500円）の取扱いについて



9/30 2運営本部 ※10/26（金）～10/28（日）のみ
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換金担当（清水・吉本）

27 土
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