
出展の手引き

- 開 催 日 時 -
2019年 10月12日(土)

8：30 ～ 15：00

JFIトレードフェア
2019秋 in FAJ

-見つけよう！私のお気に入り-

資料②



◆開催日時
2019年10月12日（土） 8：30～15：00

◆場所
株式会社フラワーオークションジャパン 新館2階・3階

◆主催者及び事務局
主催者：Japan Floral Industry(JFI) 
事務局：FAJ鉢物部企画委員会

東京都大田区東海2-2-1 ㈱フラワーオークションジャパン内
TEL：03-3799-5435 
ＦＡＸ：03-3799-5449

◆出展者
ＪＦＩグループに出荷される生産者・団体
およびＪＦＩグループと取引のある資材メーカー

◆来場者
ＪＦＩグループの販売先を中心とする全国のバイヤー
プレス など

◆テーマ
見つけよう！私のお気に入り

【ＪＦＩトレードフェア2019秋 ＦＡＪ 開催概要】
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【開催までのスケジュール】

10 / 11 （金)

【施工日】

＜12：00-18：00＞
搬入・ブース準備、出展者受付
（べストプランツ賞エントリー商品持ち込み 含む）

＜第１回 14：00～＞＜第２回 17：00～＞
出展者説明会

10 / 12  (土)

【フェア当日】

出展カード提出
（インターネットからお申し込みも可）

9 / 26 （木）
締切

■ ブース配置図

■ 出展物に貼るシール

■ 駐車許可証 etc

9月下旬
弊社より送付

■ 出展の手引き （この冊子です）

■ 出展カードご記入のポイント

■ 出展カード （青色と赤色の用紙があります）

■ ご請求書 （グループ出展は代表者のみ）

■ ベストプランツ賞エントリー用紙 etc

9月上旬
弊社より送付

出展料金のお支払
（振り込みか出荷代金からの相殺）

＝２＝

＜8：00-08：20＞
オープニングセレモニー

＜8：30-15：00＞
ＪＦＩトレードフェア

＜15：00-15：15＞
閉会式

＜15：15-18：30＞
ブース撤去・搬出

※農協や出荷場を使用している場合は
相殺できませんのでご注意下さい



◆サイズおよび構造
１ブース 180cm（L）×180cm（W）

右図のように180cm（H）×90cm（W）のラティス4枚を使って
背面と両サイドを仕切ります。
複数ブースの場合はブース間の側面のラティスは

取り外します（背面は取り外すことはできません）。
グループ出展での複数ブースお申込みも同様です。
※電源：コンセント１つが付きます（１Ａ以内）

◆出展料
１ブース１万５千円（税込）です。

お支払方法は振込か出荷代金からの相殺となります。
支払期限は09/26（木）です。

恐れ入りますが振込手数料は出展者様のご負担でお願いいたします。
農協・流通センターをご利用の方は相殺はできません。
また出荷代金残高が不足している場合も相殺はできませんのでご注意ください。

◆看板について
出展者名を表す看板をブース背面のラティスなどに設置して下さい。

看板は出展者自身でご用意いただくか、本登録時に申し込んでいただいた
有料看板をご使用ください。

【ブースについて】
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◆弊社から貸し出せる備品 ※本登録時にお申込みいただいた方のみ
1．球根トレー（1ブース 10個まで）
2．折りたたみ椅子（1ブース 1脚まで）
その他必要な資材等は出展者自身でご準備下さい。

◆水場の利用について

床面を濡らした場合はモップなどで拭き取って下さい。

できるだけ周囲を濡らさないよう心がけてご利用下さい。

排水溝の詰まりの原因となりますので、ゴミ・植物・土などを流さないでください。

◆その他注意事項

・各ブースの奥行きは1.8mです。通路側にはみ出さないように設置して下さい。

・ラティスに重量のある物を下げることは出来ません。

看板やポスターなどの貼付にご利用下さい。

・延長コードなどは通行者の足に引っかけないように、ガムテープなどで固定して

下さい。また水に濡らすことのないようにご注意下さい。

・その他不明点がございましたら、弊社社員にお申し出下さい。

＝４＝

球根トレー：60cm（L）×40cm（W）×24cm（H）



◆名札
バイヤーは赤色の名札、出展者は青色の名札をご準備致します。
会場内では必ず着用してください。

◆ブース立ち会い
商談時間中は、できるだけブース内で立ち会いをお願い致します。

◆写真撮影について
写真撮影は原則可能としますが、出展申し込み時に不可を
選択された方には撮影禁止の札をご用意しております。
札をブースに掲示して下さい。

◆休憩・食事について
休憩・食事スペースは会場外の会議室となります。
会場内には飲み物の自動販売機の他、無料の給茶機を設置します。
フェア当日は軽食（おにぎりなど）をご用意しております。
軽食は時間限定のご提供となります。また、数に限りがございます。
なお、大田市場内には食堂がありますので、そちらもご利用下さい。

 

【フェア当日の商談について】

買参番号

社名・担当者名

＝５＝



◆コピーについて
会場出入口付近にカラー複合機を用意しております。
ご自由にご利用下さい。なお、大量の印刷、コピーはご遠慮願います。

◆受注上の注意
弊社にて受注処理を行う関係上、独自の注文書の使用はご遠慮下さい。
また受注可能な市日は10月17日（木）市以降となります。

フェア直後の10月15日（火）市分の注文は、弊社からの集荷便の手配が間に
合わない等トラブルが起こりやすいため、受注期間外とさせていただきます。

展示サンプルの販売は出展カードの申し込み通りにお願いします。
ケースでお申込みの展示物を当日バラでの販売は出来ません。
訂正等は必ずフェア前日の10月11日（金）までにお申し出下さい。

直接取引が判明した場合、次回以降のご来場をお断りする場合がございます。
来場者から依頼をされてもお断り下さい。

◆出展者受注確認用端末の設置
名札の裏のＱＲコードより携帯やタブレット等を使用して、フェアの受注状況を
確認できます。事前登録時に登録したメールアドレスとパスワードが必要と
なります。

また会場内に受注確認用の端末を設置致します。
こちらは出荷者コードとパスワード（ファックス番号の下４桁）を入力してフェアの
受注状況が確認できます。

＝６＝



◆施工可能日時
10月11日（金） 12：00～18：00

※ フェア当日10月12日（土）の施工はご遠慮下さい。
※ 展示物の施工は、原則出展者自らが行って下さい。

◆展示物の搬入期限
集荷便など既存の配送ルート利用の場合

10月10（木）市分でお送り下さい。
宅配便利用の場合
遅くとも10月11日(金) の午前中までに届くようにお送り下さい。
※ フェア用と必ず明記してください。

持ち込みの場合
10月11日（金）12：00～18：00の施工時間に間に合うようご来場下さい。

◆出荷添付シールの貼付
集荷便、宅配便の場合は、後日送付する出荷添付シールを展示物に必ず

添付して下さい。シールが足りない場合には、フェア出展用と分かるようにして下
さい。通常セリ分の荷物と分荷の間違いを防ぐためにご協力下さい。

◆搬入時のエレベーターの利用について
２階会場へは４番エレベーター（青）
３階会場へは３番エレベーター（緑）
を利用下さい。

◆設営後の返送用資材等の置き場所
設営後のブースに置かない返送用資材や荷物は、壁際ブースの方はラティスの

裏へ、それ以外の方は必ず持ち主が分かる状態で３階の４番エレベーター横の
置場へと移動をお願いします。

【ブースの施工について】

ＦＡＪ新館

昇降機ＥＶ1 ＥＶ２

ＥＶ３ ＥＶ４

↑ 正門方向 ↑

使用不可↓ ↓使用不可

←使用可
（３階用）

使用可→
（２階用）
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【ブースの撤去について】

出展申し込み

◆撤去可能日時
10月12日（土） 15：15（閉会式終了後）～17：00
※展示物の撤去は、原則出展者自らが行って下さい。
※撤去は必ず閉会式後に開始して下さい。
※撤去時は全てのエレベーターをご利用いただけます。

３階から１階に降りる方は３番エレベーター（緑）、
３階から２階に降りる方は４番エレベーター（青）、
２階から１階に降りる方は１番エレベーター（黄）か２番エレベーター（橙）
をご利用ください。大変混雑致しますので、ご協力お願いします。

◆フェア終了後の展示物の取り扱いについて
販売先の決まった展示物・返送する展示物等は、ＦＡＪ社員が間違いなく

回収できるようにブース内に分かりやすく置いておいて下さい。

展示物を宅配便で返送する場合は、10月13日（日）以降の発送、着払い
での対応となります。必ず規定に沿ったサイズでお願いします。
（規定サイズは３辺足して160cm以内、重さ25kg以内です。）
（佐川急便での取り扱いとなります）

ＪＦＩグループの輸送網を使って返送する場合は、担当の営業社員まで
お申し出下さい。

展示物を廃棄する場合は、分別してゴミ袋に入れ所定の場所に置いて下さい。
※売れ残った展示物はお持ち帰り下さい。
お持ち帰りいただけない場合は、弊社で処分させていただきます。

ＦＡＪ新館

昇降機ＥＶ1 ＥＶ２

ＥＶ３ ＥＶ４

↑ 正門方向 ↑

使用可↓
１階⇔２階用

↓使用可
１階⇔２階用

←使用可
１⇔３階用

使用可→
２⇔３階用
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◆出展者説明会について
10月11日（金） 14：00からと17：00からの２回行います。
場所はフェア会場内２階３番エレベーター（緑色）前です。
事前お申込は不要、参加費は無料です。
フェアの流れや受注方法等をご説明させていただきます。
皆様のご参加お待ちしております。

◆開会式
10月12日（土） 8：00より行います。
場所はフェア会場内２階３番エレベーター（緑色）前です。
フェア中のご注意・諸連絡等がありますので、必ずご出席をお願いします。

◆閉会式
10月12日（土） 15：00より行います。
場所はフェア会場内２階３番エレベーター（緑色）前です。
JFIトレードフェア各賞の表彰式を行います。
撤去時の注意等がありますので、必ずご出席をお願いします。

【出展者説明会・開会式・閉会式】

＝９＝

◆展示ブースおよび商品について、次の３つの賞を授与します。
JFIトレードフェア大賞
JFIトレードフェアベストプランツ賞
JFIトレードフェアベストブース賞

審査日時 10月12日（土） 8：30～14：00
ＪＦＩトレードフェアベストプランツ賞は来場者による投票により、
ＪＦＩトレードフェア大賞、ベストブース賞はＦＡＪ審査会の協議により決定します。

発表・表彰 10月12日（土） 15：00からの閉会式にて

※JFIトレードフェアベストプランツ賞はエントリー制です。
エントリーお待ちしております！

（詳細なご案内およびエントリー用紙につきましては、同封の別紙をご確認ください。）

【トレードフェア各賞について】



◆駐車場について
駐車場の利用は、事前に登録していただいている方のみとなります。
３次案内にてお申込みいただいた台数分の駐車券を送付いたしますので、
当日必ずお持ちいただき、車内の見やすい場所に掲示して下さい。
台数に変更がある場合は必ずご連絡下さい。

駐車場の数には限りがあります。
できるだけ乗り合わせてのご来場お願い致します。

搬入出の際は積み降ろしが終わり次第、速やかに所定の駐車場に移動して
下さい。

誘導員・警備員の指示に従い、場内では安全に十分注意して運転お願い
致します。

◆その他
・大田市場内は全域禁煙です。喫煙は定められた場所でお願い致します。

・ゴミの分別にご協力下さい。

・会期中の盗難について弊社は責任を負いかねますので、ブース内等に貴重品
を置いて離れないで下さい。

【その他のご案内】

＝１０＝



株式会社フラワーオークションジャパン


