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練馬産業見本市 ねりま EXPO2022 

出展事業者募集要項 

 

 

練馬区では、優れた技術や特徴ある商品など区内産業の魅力を多くの区民の皆様に

知っていただくことを目的に練馬産業見本市を開催します。 

今年度は、第 45 回練馬まつりとの同時開催にて行う予定で、会場は Coconeri ホー

ル・産業イベントコーナーで開催します。 

練馬産業見本市への出展は、自社の製品やサービスを広く PR する絶好の機会にな

ります。ぜひこの機会をご活用ください。 

 

※練馬産業見本市は、区内産業の魅力を区民の皆様に広く周知することを主目的と

しているため、会場内に商談や異業種交流のブースは設けませんので、予めご了承く

ださい。 

 
「練馬産業見本市 ねりま EXPO2022」に出展を希望される事業者の皆様は、この「出

展事業者募集要項」をよくお読みいただき内容をご確認の上、ご応募ください。 

 

 

 

「練馬産業見本市 ねりま EXPO2022」の概要 

１ 開催日時  令和 4 年 10 月 16 日（日） 10:00〜15:00 

２ 会   場  Coconeri ホール・産業イベントコーナー 

３ 主   催  練馬区 

４ 後   援  一般社団法人練馬産業連合会、一般社団法人練馬区産業振興公社、 

          東京商工会議所練馬支部 

５ 開催規模  約 50 者 
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募集開始から本番までの主なスケジュール 

 

令和 4 年 7 月 1 日（金） 出展事業者募集開始 

7 月 22 日（金） 出展事業者募集締切 

8 月下旬 出展事業者決定・出展承認証発送 

9 月 21 日（水） 出展事業者説明会 

10 月 16 日（日） 練馬産業見本市 ねりま EXPO2022 当日 

 

I  会場について 

 

１. 会場図（Coconeri ホール・産業イベントコーナー） 

練馬産業見本市ねりま EXPO2022 は第 45 回練馬まつりとの同時開催にて行う予定です。 

会場は「Coconeri 3 階」（練馬１－１７－１）になります。 

 

 

２. 開催日時 

  令和 4 年 10 月 16 日（日） 10：00～15：00 

 

II  出展申込について 

 

１. 応募できる事業者 

練馬産業見本市に出展できるのは、次のいずれかの条件を満たす事業者となります。 

(1) 練馬区内に事業所を有する事業者 

(2) その他主催者が認めた事業者 
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出展申し込みにあたっての注意事項 

●飲食について 

飲食物はテイクアウト販売のみ可とし、販売した飲食物は、会場内では飲食不可とします。 

また、試飲および試食を伴う出展も不可とします。 

●体験について 

工作など体験を目的とした出展は可とします。自社の出展内容が体験に 

該当するかどうかは、事務局までお問い合わせください。（体験および大型展示に関しては、

暮らしゾーン・飲食ゾーンとは別にブースをご用意させていただきます。） 

 

 

２. 必要書類 

下記の必要書類を揃えて令和 4 年 7 月 22 日（金）までに公式サイトの申込フォーム、もしくは

郵送によりお申し込みください。 

(1) 申込書 

(2) 会社概要、会社案内パンフレット、出品物など出展事業者の概要がわかるもの 

※提出いただいた資料で出展事業者の活動状況や所在の確認が難しい場合には、追加

資料の提出をお願いすることがあります。 

(3) 東京都暴力団排除条例および練馬区暴力団排除条例の趣旨に基づく「誓約書」 

   必要書類は、以下の練馬産業見本市公式サイトからもダウンロードができます。 

URL：https://nerima-sangyo-mihonichi.com/ 

 

３. 申込方法 

公式サイトの申込フォーム、もしくは郵送により申込をお願いいたします。 

（1） 申込フォームの場合 

下記U R Lにアクセスの上、申込フォームより申込をしてください。 

公式サイト：https://nerima-sangyo-mihonichi.com/ 

 

（2） 郵送の場合 

   下記まで必要書類をお送りください。 

〒153-0043 東京都目黒区東山 3-3-10 大沢ビル 703  

練馬産業見本市事務局 
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４. 申込受付期間 

令和 4 年 7 月 1 日（金）10:00〜7 月 22 日（金）17:00 まで 

 

５. 出展申込にあたって同意いただく重要事項 

下記の内容に同意の上、お申込ください。 

(1) 出展責任者に事業者の構成員ではない者を指名する等、当日の運営を出展事業者以 

外の者が行う「名義貸し」行為をしないでください。 

(2) 出展事業者が会場で販売・提供したサービスや商品などに関する苦情・トラブルなどは出

展事業者の責任で解決してください。また、食中毒や、サービス提供中に来場者に対し怪

我を負わせる等の事故が発生した場合、主催者は一切責任を負いかねます。 

(3) 練馬産業見本市開催中または終了後、出展事業者が販売・提供したサービス、商品等に

関する苦情等を主催者が受けた時は、出展申込書に記載された当該事業者の代表者ま

たは当日責任者の連絡先を、商品・サービスに関する責任者として相手に提供することが

あります。 

(4) 刺繍・タトゥー（シール類含む）が来場者から見える状態の方は、従事させないようにしてく

ださい。 

(5) 主催者、関係機関が広報・記録のため、写真、動画の撮影をします。またその撮影した画

像、映像を練馬産業見本市の PRのため、出演者に改めて許可を取らずに使用することが

あります。 

(6) 出展申込にあわせて、東京都暴力団排除条例および練馬区暴力団排除条例の趣旨に基

づく誓約書を提出していただきます。 

 

６. 出展の正式承認 

(1) 申込書および必要書類を審査の上、資格を満たす事業者について出展を承認します。 

申込時点では出展確定ではございませんのでお気をつけください。 

承認は、出展承認証の発送をもって通知します。通知は 8 月下旬発送予定です。 

出展承認後は、出展内容を変更することができません。 

(2) 出展位置は内容等のバランスを考慮の上、主催者が決定します。 

(3) 承認後に募集要項に定めた項目に違反が認められた時は、承認を取り消します。 

 

７. 出展事業者説明会 

出展を承認された事業者は、出展事業者説明会への出席をお願いします。 

※最大 2名までの出席とさせていただきます。 
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出展に必要な関係資料、その他資料の配布と、当日の注意事項の説明を行います。 

日時：令和 4 年 9 月 21 日（水）10:00～11:00 

場所：練馬区立区民・産業プラザ 研修室１（Coconeri３階） 

   （練馬区練馬 1-17-1） 

 

III  出展内容の詳細について 

 

１. 小間仕様見本 ※各事業者とも 1 小間での出展となります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

【暮らしゾーン・ブースイメージ】 

【飲食ゾーン・ブースイメージ】 
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【暮らしゾーン】 

 強化段ボールを使用 

①壁面パネル W1800×H2000mm 	

（紙等であれば壁面へ貼ることも可能です。その際は養生テープ等で貼るようにしてください。）	

②展示、販売テーブル部分 W1800×D600×H720mm １台	

③社名版 W900×H300mm ※統一書体・カラー×１枚	

	

 【飲食ゾーン】	

	 	木製スタンドを使用	

①展示、販売テーブル部分 W1500×D850×H750mm １台	

②社名版 W1500×H300mm ※統一書体・カラー×１枚	

	

※小間仕様に記載されている什器以外に必要なものは、各出店事業者にてお持ち込みくださ

い。	

※追加の有料備品も取り揃えておりますので、必要な出展事業者はお申込みください。	

※食品関係で冷蔵・冷凍が必要とされる場合は、ストックヤードに共通で平冷蔵・平冷凍ケース

を用意しております。	

利用希望の出展事業者は、申込書の該当箇所にチェックを入れてください。後ほど事務局

よりご相談させていただきます。※ご希望に添えない場合もございますがご了承ください。 

 

展示品や商品の陳列について、希望の方にはアドバイザーより、陳列のポイントなど簡単なアド

バイスをさせていただきます。 

ご希望の方は、申込書の該当箇所にチェックを入れてください。（※無料） 

 

２. 出展料金 

基本出展料金 ・ ・ ・ 3,000円 ／ スペース１小間 ２m×２m程度 

各事業者とも原則１小間での出展となります。 

※１小間での出展が難しい場合は、ご相談ください。ただし、希望に添えない場合もございま

す。尚、駐車場を利用する場合は、駐車料金が発生いたしますので、予めご了承ください。 
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駐車場を利用する場合 

・練馬駅北口地下駐車場    （一般料金） 30分毎 200円 

※住所：練馬区練馬 1-17-5  （1 日料金） 1,800円 

 

３. 出展キャンセルの取扱 

出展承認後に、出展事業者の都合でキャンセルする場合は、令和 4 年 9 月 16 日（金）までに

必ず事務局までご連絡をお願いいたします。 

キャンセル申出日 キャンセル料 

令和 4 年 9 月 16 日（金）まで なし 

       9 月 17 日（土）以降 出展料の 100％ 

 

４. 出展事業者の搬入搬出 

(1) 搬入時間は食料品等一部を除いて原則 10 月 15 日（土）10:00〜16:00 とします。 

申込いただく車両台数を調整したうえ、搬入時間目安を事務局より連絡させていただきま

す。搬出時間は 10 月 16 日（日）15：00以降の予定です 

(2) 搬入・搬出経路や荷捌き場所など、詳細は出展事業者説明会でお知らせいたします。 

 

５. 開催中止の場合の取扱 

(1) 主催者が天候・天災・その他不測の事態の発生などの事由により、また社会情勢状況の

中、新型コロナの感染拡大において、練馬産業見本市開催前に中止決定をする場合がご

ざいます。 

(2) 中止に伴う出展事業者の仕入れなどの損失について、主催者では一切補償致しません。 

 

６. 飲食の提供 

(1) 行事における臨時出店届 

食品を販売する場合は「行事における臨時出店届」の提出を義務とします。 

※書類の提出は、出展決定後になります。 

(2) 会場内での調理は禁止です。 

(3) 販売できる加工食品は、当該商品の許可施設で作られた包装品となります。 

お申し込み後、事務局から営業許可証や食品表示ラベルのご提出をお願いする場合がご 

ざいますので、ご対応をお願いいたします。 

※要冷蔵・要冷凍品の食品の販売に際し、ストックヤード内に共通の平冷蔵・平冷凍ケー 
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スを各１台用意しておりますが、自社ブース内で専用に必要な場合、有料備品にてご用意 

することが可能です。申込書にご記入のうえ、ご提出ください。 

 

尚、生肉・刺身・生卵・動物性の生クリーム等の「生もの」は、保健所の指導により販売不可 

となります。 

※その他の商品でも、保健所の判断により販売をお断りする場合もございます 

※判断がつかないものについては、事務局にご相談ください。 

（４） 食品表示について 

販売する食品には、法令で定められた食品表示を必ず行ってください。 

 

《食品表示例》 

名称 調味梅干 

原材料 梅、しそ、漬け原材料（食塩、蜂蜜、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液

糖、還元水飴））、調味料（アミノ酸等、小麦由来）、甘味料（ステビ

ア）、酸味料、野菜色素、酒精、ビタミン B1 

賞味期限 2022.10.31 

保存方法 直射日光、高温多湿を避け、開封後は冷蔵庫にて保管ください。 

製造者 ○○株式会社 

東京都練馬区○○町○○ 

《栄養成分表示例》 

栄養成分表示（100gあたり） 

エネルギー 〇〇kcal 

たんぱく質 ◯g 

脂質 ◯g 

炭水化物 ◯g 

食塩相当量 ◯g 

 

７. 展示品の規制 

危険物の持込または下記行為は禁止します。 

（１） 裸火（炎や花火を発生させる器具・ニクロム線等露出した電熱器・石油ストーブ等） 

（２） 石油液体ガス・高圧ガスの持ち込み 

（３） 危険物（ガソリン・灯油・マシン油・コンプレッサーオイル等）の持ち込み 
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（４） 危険物品（核燃料物質・火薬類等）の持ち込み 

※その他上記以外で危険物と思われるものについては、事務局にご相談ください。 

 

 

８. スペース内装飾 

(1) 小間仕様に記載されている什器以外に必要なものは、各自でお持ち込みください。 

(2) 事務局でご用意できる有料備品もございます。提出期日までに申込書の該当欄にチェッ

クを入れてください。（申込後のキャンセルは出来かねますのでご了承ください。） 

(3) 装飾は自社小間内で行ってください。 

(4) 装飾資材は必ず防炎加工品を使用し、消防庁認定の防炎シールを貼ってください。 

(5) 重量物を展示する場合等には必ず事前に事務局へご連絡ください。 

(6) 会場施設の床面、壁面、柱面、扉等に、鋲、アンカー釘、糊、テープ、針金等を使用する

ことはできません。 

(7) 小間内の造形物を天井張りしたり、屋根を設けたりすることはできません。 

※ヘリウムガスによるバルーン装飾はできません。 

 

９. イベント保険の加入 

   事務局にて一括でイベント保険に加入いたします。 

  会場破損、人などへの事故が発生した場合にはすぐに事務局までご報告ください。 

 

10. 会場のインターネット環境 

事務局ではインターネットの無線 LAN は用意しておりませんので、各自ご対応ください。 

 

11. SNS の活用 

練馬産業見本市のアカウントを作成しています。 

出展者情報等の情報発信にご活用ください。 

練馬産業見本市アカウント 

Twitter ： ＠nerimamihonichi 

Instagram ：＠nerima.expo 

Facebook ： 練馬産業見本市 
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１２. アフター交流会の実施 

   イベント終了後に、出展者同士の交流会を実施します。（10 月 16 日（日）15:30〜16:00 予定） 

   参加費：￥５００（１名あたり）  

   ドリンクや軽食をご用意させていただきます。あわせて参加のご検討をお願いいたします。 

   参加希望者は申込書に必要事項を記入のうえ、提出をしてください。 

   当日は出展者同士でお話しする場、商品の PRなどをする時間を設ける予定です。 

 

１３. お問い合わせ先 

   練馬産業見本市事務局 

TEL：03-4560-3428 

Mail：nerima.expo2022@gmail.com 

受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日は除く） 

 

 


