
いきもにあ 2022出展マニュアル

このたびは、いきもにあにご出展いただきありがとうございます。
イベント終了まで、よろしくお願いいたします。
この「出展マニュアル」は、いきもにあのタイムスケジュールおよび出展
者のみなさまに守っていただく必要のある規則や手続きについてまとめた
ものです。必ずご確認のうえ、準備・参加をお願いいたします。
グループでのご参加やお手伝いの方も必ず全ての方に配布してください。

2022年 10月
いきもにあ実行委員会

メール：info@equimonia.net
電話番号（緊急時・当日用）：050-3137-6439

※電話でのご連絡は緊急時にのみお願いいたします。



1. 開催概要
名　称　　　いきもにあ２０２２
会　期　　　２０２２年１０月２９日（土）　１１：００～１７：００
　　　　　　　　　　　１０月３０日（日）　１０：００～１６：００
会　場　　　京都市勧業館みやこめっせ　第２展示場（１F）
交　通　　　・地下鉄 　東西線 「東山駅」より徒歩約 8分
　　　　　　・京都駅 　市バス 5・100系統 「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車 
　　　　　　　　　　　　　市バス 206系統 東山通り・北大路バスターミナル行き 
　　　　　　　　　　　　　「東山二条・岡崎公園口」下車
　　　　　　・四条河原町　市バス 5系統 「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車

　　　　　　　　　　　　　市バス 32・46系統 「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車

　　　　　　　　　　　　　市バス 31・201・203系統 「東山二条・岡崎公園口」下車
　　　　　　・三条京阪 　市バス 5系統 「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車 
　　　　　　・京都岡崎ループ号系統「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車

主　催　　　いきもにあ実行委員会
入場料　　　前売：１，１００円（税込）当日のみ有効
　　　　　　　※中学生以下は無料（要保護者同伴）　
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２. タイムテーブル

10/29（土）

10/30（日）

8:15～　　　・搬入開始（P6～参照）
10:45　　  　・搬入口閉鎖（開場まで設営作業）
11:00               ・開場！
　　　　　　

17:00               ・閉場
17:10              ・土曜のみ出展者撤去作業
～18:30　       　（P6～参照）

 19:00             ・完全撤収　　　　　

8:15～　　　・（日曜のみ出展者）搬入開始（P6～参照）
9:45　　  　・搬入口閉鎖（開場まで設営作業）
10:00               ・開場！
　　　　　　

16:00               ・閉場
16:10
              　　　・撤去・搬出作業（P6～参照）
～17:30　       　　

18:00               ・完全撤収

出展者 その他
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14:30 ごろ～
大渕さんの生き物教室
（キッズスペース付近にて）

14:30 ごろ～
大渕さんの生き物教室
（キッズスペース付近にて）



３. 会場

出口

来場者
待機スペース
（キッズスペース）

来場者
待機スペース

入口
受付

運営
本部

出展者用
トイレ

トイレ

出展者
休憩所
B

スタッフ
休憩所

車両
搬出入口

徒歩の方はこちらからお入りください。

ロビーでは「みやこめっせ Free Wifi」が使用できます。
(会場内に無線 LANはありません。必要な方はモバイルルーター等をご用意ください）

平面駐車場

みやこめっせ１Fロビー
東側出入口 西側出入口

N
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車の方はこちらからお入りください。

出展者休憩所は
２ヶ所あります。
空いているほうを
ご利用ください。



４. 一般規定
１）規定の遵守
　（１）出展者及び関係者は、「出展マニュアル」の規定ならびに細則を遵守しなければなりません。

２）禁止事項
　（１）運営本部で両替はできません。事前に十分な釣り銭をご用意ください。
　（２）会場内は禁煙です。
　（３）危険物の持込み、イベント運営の妨げとなる行為、他ブースや来場者の迷惑となる行為
　　　はおやめください。
　（４）生体の展示や販売をする場合は必ず運営本部へご連絡ください。
　　　場合によっては展示をお断りすることがあります。
　　　（夜間は暖房を切ります。ご注意ください）
　（５）標本を展示、販売する場合は日本の法律を守り、採集地などを明記してください。
　（６）研究室に所属するデータ等を扱う場合は、必ず所属機関の許可を得てください。
　（７）ゴミや段ボール等不用品は有料で回収いたします。案内にしたがって正しく廃棄してく
　　　ださい。放置は厳禁です。
　（８）事前にお申し込みされていない方の電源の使用は禁止いたします。想定以上の使用が
　　　あるとブレーカーが落ちる危険がありますのでご協力お願いいたします。
　（９）出展者は、開場直後のお買いまわりをお控えください。一般参加者が楽しく買い物がで
　　　きるよう、ご配慮をお願いいたします。
　（１０）会場内での火気の使用は厳禁です。
　（１１）当イベント・主催者・運営本部のイメージを著しく傷つけ、貶めるような言動・　　
　　行為はおやめください。
　※上記の禁止行為が発覚し、その内容が悪質な場合や制止・改善要求を聞き入れられない場合は、出展
　停止・登録抹消の措置を行います。なお、禁止行為により出展停止となった場合、開催前・途中に関わ
　らず出展料の払戻しはいたしません。また、今後の当イベントご出展はお断りいたします。

３）展示の中止
　（１）イベントの趣旨に適さない展示であると実行委員会が判断したものは、その場で撤去　
　や展示の中止をお願いすることがあります。
　
４）展示物について
　 （１） 主催者は出展者の展示物の破損・盗難などについては責任を負いかねます。また、展示   
       物の安全確保は展示者ご自身で行ってください。スタッフが危険と判断した場合には展示の 
       中止をお願いする場合もあります。
    （２） 会場内の設備を汚損・破損した場合は実費を請求させていただきます。スタッフの指示        
      に従っていただけない場合は、退場していただく場合もあります。
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５）出展のキャンセルについて
　（１）出展のキャンセルは、決定しだいメールにてご連絡ください。
　　　また下記についてのご返金は一切できませんのでご了承ください。
　　　・開催前 1ヶ月を過ぎてのキャンセル（備品のレンタルを含む）
　　　・開催日当日、禁止事項に反し撤去をお願いした場合
　　　・天災、交通機関の麻痺、事故などでイベント運営が不可能となり、開催を中止した場合
　　　※新型コロナウイルス拡大により緊急事態宣言が発令され開催中止になった場合は会場　
　　　　費、宣伝費、人件費等それまでかかった費用を差し引いた出展料の一部をご返金いたし
　　　　ます。

４）出展者パスについて
　（１）入場の際には、必ず事前に送付した「出展者パス」をご持参ください。必ず「出展者名」
　　　をご記入のうえケースに入れ、目につきやすい場所に身につけてください。
　（２）出展者パスは２日間有効です。１日のみ出展の方で別の日に来場されたい方は、入場券
　　　としてご利用ください。（待機列があった場合は並んでください）
　（３）パスを忘れた場合は、入り口受付にて追加パスをご購入ください。

５）備品等取り扱いについて
　（１）背面パネル
　　　・お申し込みいただいた方のみご利用いただけます。
　　　　背面パネル後ろに面したブースでも、事前お申し込みのない方は使用しないでください。
　　　　（看板等を立てる等もできません）
　　　・プッシュピン使用可。（プラスチックハンマー等があると便利です）
　　　・粘着テープは以下の商品のみ使用可です。
　　　「スリーエム　スコッチ ® 掲示用両面テープ 壁紙用ロール　8602R 幅 24mm×1m」
　　　※上記以外を使用され壁紙が剥がれた場合、修理代実費 1万円程度がかかります）

　（２）椅子
　　　 ・きれいに剥がせるテープのみ使用可です。

　（３）電源　※お申し込み済み方のみ使用可
　　　・電源の使用は 1口 500wまでです。事前に使用する機器の最大消費電力をチェックして
　　　　おいてください。
　　　　念のため、長い延長コード（3m以上あると安心）をご用意ください。
　　　　（ブース付近までリール型の延長コード等で電源をひきますが、それをブース内に引き込むため。）
　　　　また、取り違えを避けるためご持参いただいたコードにはお名前のご記入をお願いいた
　　　　します。
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６）搬入出について
　（１）搬入・設営時間
　　　・10/28（金）14:00～16:00　※事前にご連絡いただいた方のみ
　　　※会場設営中につき、机・パネル等のご用意ができていない場合があります。
　　　　設営にご協力いただけるととても助かります！
　　　　時間帯によって配送の荷物は届いていない場合があります。

   　　・10/29（土）8:15～11:00　（搬入口は 10:45 に閉鎖いたします）
　　　・10/30（日）8:15～10:00　※日曜のみ出展の方（搬入口は 9:45 に閉鎖）
　（２）撤去・搬出時間
　　　10/29（土）17:10～18:30　※土曜のみ出展の方
　　　10/30（日） 16:10～17:30
　　　　※時間厳守でお願いいたします。
　（３）搬入出の宅配便利用
　　　担当業者：ヤマト運輸
　　　 【送り先】〒606-8343  京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９-１
                    　　　京都市勧業館みやこめっせ　第一展示場「いきもにあ」気付
　　　　　　　　　　050-3137-6439
　　　　　　       　１0月２8日（金）必着（時間指定なし）
　　　　お荷物の側面に「配送票」を貼り付けてください。
　　　　荷物が複数個ある場合は「配送票」を全てのお荷物に貼ってください。

　　    ▷配送票ダウンロード方法
　　　「マイページ」最下部に「配送票ダウンロード」という項目があります。
　　　ダウンロードのうえ印刷し、全ての荷物に貼り付けてください。
　　　プリンターをお持ちでない場合は、白い紙に手書きで「配送票」を作成してください。
　　　※配送票の添付がないと、ブースまでお荷物を届けることができません。

　　　　●搬出方法
　　　・ヤマト運輸の着払い伝票を個口数分ご用意ください。実行委員会では伝票を用意い　　
　　　　たしませんのでご注意ください。
　　　　　　※会場での作業時間短縮のため、あらかじめ送り先をご記入ください。
　　　　　　※1枚目は剥がしてお持ち帰りください。
　　　　・出荷する荷物は、所定の位置にお持ちください（当日アナウンスいたします）
　　　　・集荷作業は 10/31 日（月）になります。（到着は 11/1 日（火）以降）
　　　　・10/29 日（土）のみ出展の方は、終了後梱包し、所定の位置までお持ちください
　　　　　　（当日お知らせいたします）
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７）設営・撤去時の諸注意
　（１）設営時
　　　　・背面パネルはプッシュピンと指定のテープ（スリーエムスコッチ ® 掲示用両面テープ 壁紙用ロール 8602R）
　　　　　机・椅子は粘着テープのみ使用できます。
　　　　 ・自ブースからはみ出ることのないよう、設営してください。
　　　　　※在庫や段ボール等も自ブースから出ないよう、注意してください。
　　　　　※当日の朝に慌てることのないよう、ブース内の備品をどこに置くか等を事前にシ　
　　　　　　ミュレーションしておくことをおすすめします。

                ※上記規定に反する場合、実行委員会から場所の移動等をお願いすることがあります。
　　　　　速やかに指示に従ってください。

　　　　・ 各ブースの間に出入り用の隙間を作っています。そこには物品を置かないようお願い
　　　　　いたします。また、出入りの際は近隣のブースに迷惑のかからないようにお願いいた
　　　　　します。
　　　　・搬入口閉鎖後は搬入できません。

８）その他
　　　（１）会場内の撮影
　　　　　　・実行委員会が広報、記録を目的としてブースの撮影を行う場合があります。
　　　　　　　撮影NGの場合はお声かけくださいませ。

　　　　　　・来場者からの作品やブースの撮影およびSNS等への写真アップロードの可否を
　　　　　　　表示しておくことをお勧めいたします。
　　　　　　・動画撮影、配信（ライブコマース含む）は禁止です。

　　　（２）「触らないでね」の表示
　　　　　　・触っても良いもの、または触られると困るものには、子供でもわかるように
　　　　　　　表示をお願いいたします。

（２）撤去時
　　　　・使用したプッシュピン、粘着テープ等は全て回収し、ゴミは分別して出してください。
　　　　　（ゴミに関してはP9参照）
　　　　・背面パネル、机、椅子等は、撤去の必要はありません。
　　　　・梱包に必要な資材は、あらかじめご用意ください。
　　　　　（実行委員会ではガムテープ、段ボール等は用意しておりません）
　　　　・閉場時間前に撤去作業をしないでください。終了時間まで来場者にお楽しみいただ　
　　　　　くため、また安全確保のためにご協力お願いいたします。
　　　　・やむを得ず搬出開始時間前に撤去作業を始められる方は、運営本部までご一報くださ
　　　　　い。
　　　　　※車両での搬入出をされる方には、別途「車両での搬入出について」という資料をご参照ください。
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　　　（３）「お留守番サービス」
　　　　　お一人での出展で、休憩したい、お買い物したい、という方のために「お留守番サー
　　　　　ビス」を実施します。手の空いたスタッフが会場内をまわりますので、お声がけくだ
　　　　　さい。
　　　　　　・１回１５分程度ご利用いただけます。スタッフに 300円をお支払いください。

　　　　　　・お留守番中は金銭の授受や販売は一切いたしません。「お留守番中」の札を下げ、
　　　　　　　ブース内に駐在するだけです。来場者には「いま留守です、しばらく後でお越し
　　　　　　　ください」とお伝えします。
　　　　　　・貴重品やお金は必ずお持ちください。鍵つきの金庫の場合、鍵をかけておいてく
　　　　　　　ださい。金銭の管理について、いきもにあスタッフは関与せず紛失等があった場
　　　　　　　合その責を負いません。
　　　　　　・繁忙時間帯（オープン直後～14:00 ごろまで）はサービスを行えない場合があり
　　　　　　　ます。緊急の場合は、（050-3137-6439）までご連絡ください。
  　　　　　  

　　　（４）出展者休憩スペース
　　　　　１F奥１（厨房）に「出展者休憩スペース」を設けております。お食事やご休憩にご
　　　　　利用ください。
　　　　　　・同時に１５名程度ご利用いただけます。距離を保って座ってください。
　　　　　　・飲酒はお控えください。
　　　　　    ・ゴミは分別してください。
　　　　　    ・飲みもの、おやつはご自由にどうぞ。（なくなっていたらすみません）
　　　　 　   ・差し入れ等も大歓迎です。（個包装のものに限る）
　　　　　    ・感染予防のため、マスクを外しての会話は禁止です。
　　　　　    ・飲食の前後は手指のアルコール消毒、手洗いを徹底してください。
　　　　　　・電気ポットをご用意しています。（給水のご協力お願いいたします）
　　　　　    ・常時換気扇を回します。寒いかもしれませんがスイッチを切らないでください。

　　　　（５）ブース内で困ったときは…
　　　　　　盗難等、その他不法行為に遭遇した場合は速やかに運営本部までご連絡ください。
　   　　　　つきまとい、迷惑行為等でお困りになった場合は、お近くのスタッフに声をかけ
　　　　　　られるか、

　　　　　　運営本部（050-3137-6439）に電話をかけ
　　　　　　「[ブース番号 ]、両替お願いします」　（実際は両替しません。ヘルプの合言葉です）
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９）ゴミの回収について

　　　（１）京都市のゴミ回収ルール（下図）にしたがい、分別してください。
　　　　　区分は以下のとおりです。運営本部、休憩室に分類ごとのゴミ袋を設置いたしますの
　　　　　で、表示に従って捨ててください。

　　　　（２）段ボールはイベント終了後に回収いたします。
　　　　　一枚につき５０円を、段ボール回収所に設置の料金回収BOXに入れてください。
　　　　　段ボール回収所の場所は当日お知らせいたします。

　１０）感染症対策について
　　　　（１）当日の朝は必ず検温し、37.5 度以上の発熱がある場合、または体調が悪い場合
　　　　　　　は来場を取りやめ、運営本部に電話にてご連絡ください。
              　　出展中は体調の変化に気を配り、不調がある場合は無理をせず速やかに運営本部
　　　　　　   にご相談ください。緊急時はみやこめっせ１F救護室がご利用いただけます。
              （２）会場内ではマスク（不織布が望ましい）を着用し、大声での会話は行わないでく
　　　　　　　ださい。
              （３）会場入口、休憩室、キッズスペース等にアルコール消毒液を設置いたします。
　　　　　　　ブース内に消毒が必要な場合は、アルコール消毒液等をご持参ください。
              （４）換気のため、会場内は寒い場合があります。温度調整できる服をご用意するこ　
　　　　　　   とをお勧めいたします。
              （５）イベント前後は、大人数での会食はお控えください。

以上
　　　　　　　


