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運営事務局〈日本食糧新聞社内〉

施工事務局〈（株）新宣内〉

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル6F 日本食糧新聞社 ビジネスサポート本部 
TEL.03-3537-1077（お問い合わせ受付時間 平日9：30～17：30）  FAX.03-3537-1088
E-mail contact@foodmesse.jp　https://foodmesse.jp

〒950-0983 新潟市中央区神道寺2丁目3番23号 
TEL.025-242-3315  FAX.025-241-0768 （お問い合わせ受付時間 平日9：30～18：00）

2022

2面開放ブース（角小間）指定1小間出展限定オプション

※ブース位置は出展規定に基づき主催者が決定いたします。　
※指定枠決定の場合、料金は展示会会期終了後に工事費等の諸費用と合わせて一括でご請求いたします。

20,000円

本指定枠をお申し込みいただきますと、2面開放ブース（角小間）をご用意いたします。
数に限りがありますのでご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

●対象／【一般ブース】【食品・食材専用ブース】における1小間出展の事業者様
※数量限定（税別）（税込価格：22,000円）

角小間

角小間

角小間

一般ブース
1小間=3m×3m（9m2）

● 小間料金に含まれるもの
   （1小間あたり）
　①バックパネル、袖パネル、
　　パラペット
　②社名板（1枚）

120,000円（税別）
（税込価格：132,000円）

 

パラペット

社名板

食品・食材専用ブース

社名板

パラペット

1小間=3m×2m（6m2）

● 小間料金に含まれるもの
   （1小間あたり）
　①バックパネル、袖パネル、
　　パラペット
　②社名板（1枚）

90,000円（税別）
（税込価格：99,000円）

6次化フェア専用ブース

上記に含まれないものはすべてオプションとなります。
※商工団体・各種団体の一般ブースの使用も可能です。別途ご相談ください。
独自のブース装飾については施工事務局（（株）新宣内）でも承ります。
（別途お見積もりいたします。)　　
3小間以下の場合は、シングル（直列）小間となります。

オプション備品例 ●長テーブル 1,000円（税別）（税込価格：1,100円）（1本） 
●パイプイス 500円（税別）（税込価格：550円）（1脚）
●蛍光灯（40W） 3,500円（税別）（税込価格：3,850円）（1個）
●100vコンセント 9,500円（税別）（税込価格：10,450円）
（一次幹線工事費+1kW分の電気使用料含む）
 ※料金は参考です。詳細は「出展要項」に記載されております。

社名板
（W600×H200）

バックパネル
（W1,800×H2,400）

2,000
2,000

2,400テーブル×1
（W1,500×D450）

1小間=2m×2m（4m2）

● 小間料金に含まれるもの
   （1小間あたり）
　①バックパネル　②展示用テーブル
　③社名板（1枚）

50,000円（税別）
（税込価格：55,000円）

 

会期11月9日水
～11日金

※ ～ は出展者様の作業を示しています。

 　各種申請書類の作成・提出4

出展要項・申請に関する重要ポイントの説明、
小間位置の発表、展示会の活用セミナーがあります。
出展者はかならず1名以上の担当者が会場または
オンラインで参加するようスケジュールの調整を
お願いします。

出展者説明会への参加
2   時間：13：00受付、13：30開会

会場：朱鷺メッセ 中会議室 302
※オンラインでの
　配信も行います

9月20日火
（予定）

出展者へ「来場のご案内」（ご招待状）の送付9月中旬

  取引先へ「来場のご案内」を配布、来場依頼3

出展申込締切8月31日水

出展をご検討の場合
「検討資料請求／アンケートFAX連絡票」にご記入の上、
FAXで運営事務局までお問い合わせください。

　 出展検討／申込み1

開催までのスケジュール

各種申請書類 提出期限10月7日金

 　搬入・設営511月8日火

展示会場へのアクセス
■高速道路の各ICから朱鷺メッセまで
　〔日本海東北自動車道〕 亀田ICより約20分
　〔磐越自動車道〕 新潟中央ICより約30分
　〔北陸自動車道〕 新潟西ICより約30分
■新潟駅から朱鷺メッセまで
　JR新潟駅からバス（新潟駅万代口バスターミナル3番
　線新潟交通「朱鷺メッセ経由 佐渡汽船行き」）で10分
　JR新潟駅万代口からタクシーで5分または徒歩20分
■新潟空港から朱鷺メッセまで　タクシー利用（約20分）

※出展予定枠数に達した時点で期日前でも締め切らせて
　いただきます。

時間：13：00受付、13：30開会
会場：朱鷺メッセ 203・204会議室

※オンラインでの配信も行います

出展検討説明会/セミナー6月15日水
（予定）

出展を決定された場合 
別紙「出展規約」をご確認の上、「出展申込書」にご記入
・ご捺印の後、運営事務局まで郵送またはFAXで
お申込みください。

主催：フードメッセ in にいがた運営会議・新潟市
主管：日本食糧新聞社・（株）新宣・カシヨ（株）・食と花の世界フォーラム組織委員会

https://foodmesse.jp

にいがた
6次化フェア2022
第9回

6次化大賞
第7回

2022年11月9日水～11日金
朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター「展示ホール」

同 時 開 催

出展申込締切 8月31日水

出展のご案内

第14回

（主催：日本食糧新聞社）

政令指定都市移行15周年記念
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