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万博鉄道まつりとは？ 

過去４回の万博鉄道まつりの来場者は、特に３０代から４０代の子ども連れが圧倒的に多く、

来場者アンケートからは平均９４％の高い顧客満足度を誇っています。 

会場内の「旅情ゾーン」では、日本各地の物産・ＰＲにより「鉄道に乗って日本全国を旅して

みたい。」という来場者の「旅ごころ」を促す他、会場随所で鉄道の素晴らしさをお伝えします。 
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■開 催 名 称 

■開催コンセプト 

■サ ブ テ ー マ 

■開 催 日 時 

■開 催 場 所 

 

■主      催 

■特 別 協 力 

■後援（予定） 

■出 展 企 業 

■出展鉄道会社 

 

■企 画 運 営 

■目標来場者数 
 

 

 

 

 

■備     考 

開催概要 

： 「万博鉄道まつり２０１６」 

： ５周年に感謝をこめて 「鉄道文化再発見」 

： ～安心と安全を乗せて地球にやさしい私たちの鉄道～ 

： ２０１６年３月１９日（土）、２０日（日）の２日間 ／ ９：３０～１６：３０ 

： 万博記念公園・自然文化園「お祭り広場」 「東の広場」 「下の広場」 「上の広場」 

  「ＥＸＰＯ‘７０パビリオン」 

： 大阪府（大阪府万博記念公園事務所） 

： 一般社団法人吹田にぎわい観光協会 

： 国土交通省 近畿運輸局、近畿地方整備局、経済産業省 近畿経済産業局 

： 約１００社程度を想定 

： ＪＲ西日本、ＪＲ四国、ＪＲ貨物、関西私鉄各社、関東私鉄各社他 

  全国の鉄道会社４２社が出展・協力（「万博鉄道まつり２０１５」実績） 

： 株式会社シティライフＮＥＷ 

： ９０，０００人以上（２日間） 
  ・２０１２年度実績 ２日間合計 ３４,８５２人（未就学児童を含めると５１,１９４人） 

  ・２０１３年度実績 ２日間合計 ３６,４２６人（未就学児童を含めると５２,０３７人） 

  ・２０１４年度実績 ２日間合計 ３４,３２６人（未就学児童を含めると５７,２１０人） 

  ・２０１５年度実績 ２日間合計 ５５,０７４人（未就学児童を含めると８３,４４０人） 

 ※万博記念公園・自然文化園の小学生以上の有料入園者のみをカウント  

： 本事業は、万博公園春季集客イベント企画運営業務として開催致します。 



3 ©  Jupiter Telecommunications Co., Ltd. Confidential＜協賛＞ 

会場展開案  

① 
お祭り広場 ②下の広場 

③上の広場 
④ 

EXPO70 
パビリオン 

自然文化園 

鉄道の素晴らしさを「見て、聴いて、香いで、触れて、味わって」五感で楽しむ屋外ならではのダイナミクス！ 

春休みの２日間、日本最大級の屋外鉄道イベントとして、万博記念公園の中に鉄道遊園地が出現します 

※イベントの内容、規模、数などは、今後の調整となります。 

 
 

 
 
 
 
 
■ミニＳＬ、ミニ新幹線、 
 ミニ阪急電車試乗コーナー 
■販売、体験コーナー 
 ・ＪＲ西日本、関西、関東私鉄 
  各社出展ブース 
 ・子供制服試着コーナー 
 ・鉄道オリジナルグッズの販売 
 ・企業協賛ブース 

ＪＲ西日本・関西関東私鉄ゾーン 

 （お祭り広場） 

・ふわふわ遊具など、子供用アイテムを 
 用意したプレイゾーン 

わくわくキッズランド（上の広場） 

 
■プラレールの展示 
■鉄道企画展示 

 ※入場料別途必要 

プレミアムゾーン  
 （EXPO70パビリオン） 

⑤ 
東の広場 

 

 ・日本全国のうまいもん大集合 
 ・食に関するブース出展 

グルメゾーン （下の広場） 
 
■ＪＲ貨物・地方鉄道 
 出展エリア 
 
■各地の物産市 
 ・全国の物産展や地域の 
  ＰＲブース 
 ・駅弁の販売 
 
■ステージ 
 ・オークション 
 ・鉄道会社PR 
 ・鉄道各社のブラス 
  バンド他演奏 

※イメージ 

ＪＲ貨物・各地のＪＲゾーン 

旅情ゾーン（東の広場前） 

メインステージ 
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■出展場所：万博記念公園 「お祭り広場」  
 

■展開内容：展示・物販・イベント展開など、鉄道に関する様々な展開が可能です。 
                ご出展社様からご提出頂いた出展内容に関して、「万博鉄道まつり２０１６」に相応しくないと主催者及び運営会社が 

                判断した場合には出展をお断りする場合があります。あしからずご了承願います。 

                ※調理を伴う飲食物の販売はできません。 
 

■申込期限：平成２８年１月２９日（金） 
                ※お申込みはメールもしくはFAXにて送信をお願い致します。 

                  送信先：（株）ジェイコムウエスト コミュニティチャンネル部 関西メディアセンター 

                   広告営業グループ  FAX：06-7897-3007 

             mail： YamaneKe@jupiter.jcom.co.jp（山根） 
 

■ブース仕様：テント渡し（間口３６００ｍｍ×奥行２７００ｍｍ）を基本とします。 
  Ａ：基本設備：①３坪テント（一張り） ※四方横幕・テントウェイト６個つき 

           ②社名板（Ｗ１８００mm×Ｈ２２５mm/ＣＰベース+出力＜白ベース＞） 

           ※１０文字以上の場合は文字の大きさが小さくなります。 

           ※株式会社、有限会社、社団法人、特定非営利活動法人等は 

             表記しません。共同出展の場合は社名毎に改行します。 

           ③テーブル２本（幅１５００ｍｍ×奥行４５０ｍｍ） 

           ④パイプイス２脚 

  Ｂ：追加設備：テント、備品、電源等が必要な場合は別途お申込ください。（有料） 

  ※オプションの料金は、出展申込書の『④レンタル備品【追加】申込」にてご確認ください。 

ご出展に関して 
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正面図 

mailto:YamaneKe@jupiter.jcom.co.jp
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追加備品に関して 

出展ブース内に電気供給が必要な場合は、出展申込書と併せてお申込みください。 

 ◇料金に関しては１kw（100V・コンセント１個２口に付き10,８０0円〈税込〉）いただきます。 

  ※200Vを希望の場合はご相談ください。 

 ◇送電日時（予定）：３/１８（金）１３時～３/２０（日）１７時 

  ※送電開始は、係員が各ブースを確認しながら順次行います。 

  ※夜間（２４時間）の送電は行いません。 

 ◇保護装置 

  定電圧（ブース内供給電源±5％）・低周波数でなければならない機器の展示や実演等を行う場合、または電源異常および事故による 

  停電・電圧降下等により支障・損傷の恐れがある場合は、出展社において必要な保護設備を設けてください。 

 ◇電気用品 

  電気用品取締規制の適用を受ける電気用品は、経済産業大臣の形式承認を受けたものを使用してください。 

  白熱電球、抵抗器等の熱を発する機器は、可燃物および人体と接する事のないよう施工してください。 

 ◇会期中の保守 

  会期中は電気保守要員が場内の運営本部に常駐しております。万一、異常が生じた場合はお近くのインフォメーションまでお申し出ください。 

■レンタル備品 

■電気 

テーブル・パイプイスの追加、その他備品のレンタルをご希望の場合は、出展申込書と併せてお申込みください。 

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。 
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当日までの流れ 

ロゴ・WEBリンクバナーを
ご提出ください 

※ロゴデータはAIデータで
お願いします 

STEP 

２ 

『協賛申込書』 
『誓約書』を 

ご提出ください 

STEP 

１ 

事務局より 

支払確認書・ 
請求書を 

 郵送します 

STEP 

３ 

現地説明会開催 
『出展の手引き』 
『各種申請書』 

（入場証・車両関係等） 
をお渡しします。 

STEP 

４ 

万博鉄道まつり 

本番 

STEP 

７ 

※出展にかかる追加備品代等は、イベント 

  終了後にご請求させていただきます。 

1月28日締め切り 1月28日締め切り 1月29日締め切り 

2月中旬（開催１ヵ月前頃） 

各種申請書を 

ご提出ください 

（入場証・車両関係等） 

STEP 

５ 

事務局より  

『各種許可証』    
（入場証・車両関係等） 
をお送りします。 

STEP 

６ 開催１０日前まで 2月下旬~3月初旬 

 

『ご協賛規約』、『ご出展要項』の内容をご確認のうえ、下記の流れに沿ってご提出下さい。 
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ご出展社向けご提出書類一覧① 

STEP 

１ 
①出展申込書（レンタル備品申込含む）／Ａ３ 

②誓約書／Ａ４ 

『出展申込書』・『誓約書』：1/8締切 STEP 

２ 
ロゴ・WEBリンクバナーをご提出ください。  
※ロゴデータはAIデータでお願いします。： 1/8締切 

▲例：ＷＥＢサイトリンクバナー（天地80×左右198ピクセル） 

▲例：会場内案内看板（ロゴマーク） 
  （aiデータ  or  epsデータ／イラストレーターCS4以下にて保存） 
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ご出展社向けご提出書類一覧② 

STEP 

５ 

①裸火・危険物持込み申請書 ②出展社証・搬入出車両証・ 
  駐車許可証申請書 

③ゴミ処理申請書 ④昼食お申込書 

各種申請書：２月下旬～３月初旬締切 
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協賛企画－Ａ 料金 ： １，０００，０００円 （税別） 

イベント協賛企画－Ａ （下記内容以外での企画ご相談可能です） 

■各種広報物への社名表記（ポスター・チラシ・プログラム・Ｗｅｂ） 
 ・関西一円の各鉄道会社の車内吊・ポスター掲示 
 ・「万博鉄道まつり」ホームページへの貴社名表記とバナーリンク貼付 
 ・当日配布プログラム（A4、8ページ～16ページ予定） 1ページ掲載 
 ・場内案内板に表示 
 
■ブース展開 
 ・テント2張  （間口３６００ｍｍ×奥行２７００ｍｍ）×2 
  イベント会場において、オリジナルグッズの物販コーナーやサンプリング活動告知ブースを設置 
 
■ステージ展開 
 ・メインステージバックパネルへ貴社名表記とステージ上での貴社ＰＲタイム（５分程度)実施 

■オプション ※万博鉄道まつり協賛社様特別価格 
 ・J：COMでのスポットCM（１５秒）放送・・・３００，０００円（税別）/５０回 
 ・番組ペイドパブリシティー（２分～３分程度）・・・２５０，０００円（税別）/１回  

http://firestorage.jp/fullview/cdc8385eabae62a6ab0a1799496cb1ccf9306314


10 ©  Jupiter Telecommunications Co., Ltd. Confidential＜協賛＞ 

■各種広報物への社名表記（ポスター・チラシ・プログラム・Ｗｅｂ） 
 ・関西一円の各鉄道会社の車内吊・ポスター掲示 
 ・「万博鉄道まつり」ホームページへの貴社名表記とバナーリンク貼付 
 ・当日配布プログラム（A4、8ページ～16ページ予定） 1/2ページ掲載 
 ・場内案内板に表示 
 
■ブース展開 
 ・テント1張  （間口３６００ｍｍ×奥行２７００ｍｍ） 
  イベント会場において、オリジナルグッズの物販コーナーやサンプリング活動告知ブースを設置 
 
■ステージ展開 
 ・メインステージバックパネルへ貴社名表記とステージ上での貴社ＰＲタイム（５分程度)実施 

協賛企画-Ｂ 料金 ： 750，000円 （税別） 

イベント協賛企画－Ｂ （下記内容以外での企画ご相談可能です）   

■オプション ※万博鉄道まつり協賛社様特別価格 
 ・J：COMでのスポットCM（１５秒）放送・・・３００，０００円（税別）/５０回 
 ・番組ペイドパブリシティー（２分～３分程度）・・・２５０，０００円（税別）/１回  
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協賛企画-Ｃ 料金 ： 500,000円 （税別） 

イベント協賛企画－Ｃ    

■各種広報物への社名表記（リーフレット・Ｗｅｂ・ケーブルテレビＣＭ） 
 ・「万博鉄道まつり」ホームページへの貴社名表記とバナーリンク貼付 
 ・当日配布プログラム（A4、8ページ～16ページ） 1/6ページ掲載  
 ・場内案内板に表示 
 
 
■ブース展開 
 ・テント1張  （間口３６００ｍｍ×奥行２７００ｍｍ） 
  イベント会場において、オリジナルグッズの物販コーナーやサンプリング活動告知ブースを設置 
 
 
 

■オプション ※万博鉄道まつり協賛社様特別価格 
 ・J：COMでのスポットCM（１５秒）放送・・・３００，０００円（税別）/５０回 
 ・番組ペイドパブリシティー（２分～３分程度）・・・２５０，０００円（税別）/１回  
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ご出展要項 

１．ご出展のお申込みについて 
ご出展規約に同意の上、ご出展申込書に必要事項をご記入の上、E-mail、FAX または郵送でお申し込みください。（貴社控えをお取りください）ご出展申込後、確認書と請求書を事務局より郵送にてお送り 
いたします。お申込み後、1週間たっても前記文書が届かない場合は、必ず事務局までお問合わせください。 
 
申込先・問い合わせ先 
○株式会社ジュピターテレコム コミュニティチャンネル部 関西メディアセンター 広告営業グループ 山根 啓吾 

 〒540-600 大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー５Ｆ  ＴＥＬ：０６－７８９７－３００６  ＦＡＸ：０６－７８９７－３００７ mail:YamaneKe@jupiter.jcom.co.jp 

 

２．出展料のお支払いについて 
主催者が出展申込を受理した後、出展料（備品代などを含む）をご請求します。主催者が定める期日までに指定の銀行口座へお振込みください。万博鉄道まつり終了後、追加備品代金など残額を御請求  
させて頂きます。主催者が定める期日までに出展料のお振込みがない場合、主催者は申込みを取消す権利を持ちます。 
※お支払期日に間に合わない場合は、ご相談ください。   ※お支払期日：万博鉄道まつり初日より10日前を設定致します。 
  

３．出展に関して 
ご出展社は、イベントに出展する権利を有します。「出展規約」を遵守下さい。 
  

４．出展キャンセル・返金について 
（１）出展申込書受理後の出展の取消し・解約は認められません。やむを得ない事情により出展取消し・解約をする場合は、出展社は書面にて主催者に届け出なければなりません。また、ご入金頂いた金額   
 以上の損害が主催者に発生した場合には、別途、損害賠償を請求することがあります。 
（２）出展取消し・解約をされた場合は、一度ご入金頂いた出展料、その他は払戻し出来ません。 
  

５．万博鉄道まつりの中止について 
（１）協議対象となる事象が生じた場合は、主催者、会場（公園）責任者、各関係省庁の協議により、万博鉄道まつりの全部または一部の運営を中止、一時中断、再開できるものとします。出展社はこの決定  
 に従うものとし、主催者はこれによって生じた出展社および関係者の損害（出展料・レンタル料他）を補償・返金しません。 
【協議対象となる事象の事例】 
・気象状況悪化（台風上陸・暴風・暴雨・雷などの警報・注意報発令）                     ・地震、洪水発生 
・火災発生                                                                                                 ・熱中症・食中毒・伝染病などの集団発生（各関係省庁の指導があった場合） 
・危険物の発見・爆破予告などの発生                                                             ・その他、主催者、会場（公園）責任者、各関係省庁が危険または実施不可能と判断する事象が発生した場合 
  
（２）万博鉄道まつりの中止、一時中断、再開の決定時期は次に掲げる通りとします。 
・２１日前の社会情勢を加味した判断 
・７日前の社会情勢を加味した判断 
・イベント前日までの状況判断 
・イベント当日朝５時（実行委員会スタッフ会場立合い時） 
・イベント開催前（開場３時間前・会場周辺の状況により判断） 
・イベント開催前（開場１時間前・会場周辺の状況により判断） 
・イベント本番中は適宜状況により判断 
  

６．規約の更新 
主催者は本規約を随時変更することができるものとします。本規約を変更した場合、全ての規約事項は変更後の規約に準ずるものとします。                                      

       以上 

2015年12月 

下記文章をよくお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。   
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ご出展規約① 

2015年12月 

ご出展規約をよくお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。   

■規約の履行 

１．出展者（共同出展者を含む、以下同）は、以下に述べる各規約および主催者から提示された「出展
のご案内」（出展要項、フィールドルール）を遵守しなくてはなりません。これらに違反したと主催者が判
断した場合、主催者はその時期を問わず出展申し込みの拒否、出展の取り消し、ブース・展示物・装飾
物の撤去・変更、会場からの退去を命じることができます。その際、主催者の判断根拠などは公表しま
せん。また、出展者から事前に支払われた費用の返還および出展取り消し、ブース・展示物・装飾物
の撤去・変更によって生じた出展者および関係者の損害も補償しません。 

  

■出展資格 

１．出展者は主催者が定める万博鉄道まつりの開催趣旨に合致する商品・サービスを提供する法人・
団体などに限定します。また、主催者は主催者の出展基準に従い、法人・団体、商品・サービスなどが
出展に適するか否かを決定する権利を持ちます。下記事例などに該当すると判断した場合には申込
受付の保留または出展をお断りする場合があります。また、その際、判断基準、根拠などは公表しま
せん。 
 

【申込受付の保留または出展をお断りする事例】 
・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合 

・出展内容が万博鉄道まつりの趣旨にそぐわないと判断される場合 

・出展者が第三者の権利を侵害していると判断される場合 

・来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合 

・出展者が自ら法的倒産手続きの申し立てをしている、あるいは、申し立てを受けている場合 

・出展者が反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団 
およびその関係団体等をいう）であること、またはあったことが判明した場合。出展者が出展のために
契約する者（施工を委託する者を含むが、それに限らない）が反社会的勢力であることが判明した場合  

・その他出展が著しく不相応と判断される場合 
 

２．出展申し込みを正式に受理した後でも、出展者が「出展規約」「出展要項」「フィールドルール」など
に従えないと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。 
 

３．主催者は、疫病などでWHO （世界保健機関）の伝播地域に指定された国・地域からの出展を保留
またはお断りする場合があります。なお、指定国・地域外においても主催者の判断で関連書類の提出
を求める場合があります。 

 

■出展位置の割り当て 

１．出展位置は、主催者が定めるブースの配置、形状に基づき、決定します。出展者は、その結果に
従うものとします。 
 

２．出展者は、主催者が定めた出展スペースを、いかなる理由があってもその全部または一部を、  
他社と交換・譲渡・貸与などすることはできません。 
 

３．主催者は、会場ならびに所轄の警察署、消防署、保健所などによる指導・命令や出展申込キャンセ
ルなどがあった場合、出展位置を変更することができます。 

  

■書類の提出 

１．出展申込書提出後に、出展者は主催者から提出を求められた書類を指定期日までに届け出なけ
ればなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展・申込事項を履行するか否かを決定する権利を持
ちます。 

  

■展示・販売に関する規約 
１．出展申込書に記載された法人・団体および商品・サービスなどが出展対象となります。 
 
２．出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および商品・サービスなどの出展内容などに変更
が生じた場合、速やかに書面またはメールにて主催者に連絡し、許可を得なければなりません。 
 
３．装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法、販売内容、販売方法などは、主催者の提供する
「出展の手引き」に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。 
 
４．出展者は、通路など自社ブース以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。
また、近隣のブースを妨害してはいけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに 
従うものとします。 
 
５．出展者は、他の出展者の迷惑となる行為を行ってはいけません。その行為が来場者・出展者など
に多大な迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じることができま
す。 
 
６．出展者は、会場に適用される全ての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。 
 
７．万博鉄道まつり会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる行為（強引なセー
ルス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など）があったと主催者が判断した場合、
主催者は出展中止または次回以降の出展申込拒否などの申し入れを行う権利を持ちます。また、  
出展者はこれに従うものとします。 
 

８．万博鉄道まつり会期中および会期後の出展者と来場者間における、現金の授受を伴う物品やサー
ビスの提供（即売行為）・商談・契約内容などに関して主催者は一切その責を負いません。 
 

９．出展者が会場内で酒類を販売または試飲提供する場合は、未成年者や車での来場者には提供し
てはいけません。出展者が酒類を販売または試飲提供したことによって、未成年者の飲酒や車での 
来場者が飲酒運転などの事件・事故を起こした場合、主催者は一切その責を負いません。 
 

１０．出展者は以下の物の販売を禁止します。 
・ペットなどの動物。 
・賞味・消費期限切れ商品。 
・当日に他の出展者から購入したもの。 
・アダルト商品や著しい暴力表現を含むメディアなど、公序良俗に反するもの。 
・盗品やコピー品、刀剣類及び危険物など、法律や条例に違反するもの。 
・権利や資格、携帯電話等、別途契約事項が必要になるもの。 
・その他、万博鉄道まつりの趣旨に反する商品、主催者が不適切と判断した商品。 
 

１１．出展者は以下の行為を禁止致します。 
・出展される販売商品及びサービス以外の販促行為。 
・マイク、拡声器、スピーカーなどの使用。 
・ブース外でのビラ配りや呼び込み。ブース内においても周囲の迷惑になる大声での呼び込み。 
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ご出展規約② 

■個人情報の取り扱いについて 

１．出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を  
遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用を
お願いします。必ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。 

 

２．出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守
した適切な管理・運営をお願いします。 

 

３．出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主体から、「個人情報」の開示、訂正、 
追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応
をとってください。 

 

４．出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張 
する者との間で、紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。  
主催者はその際、一切の責を負いません。 

  

■損害責任 

１．主催者はいかなる理由においても、出展者およびその雇用者・関係者が展示スペースおよび関連
ホームページを使用することによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責を
負いません。 

 

２．出展者はその従業員・関係者・代理店の故意・不注意の如何を問わず、会場内およびその周辺の
建築物・設備に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。 

 

３．出展された商品・サービスについて出展者と第三者との間に紛争が起きた場合は、主催者は一切
その責を負いません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し主催者には一切迷惑を
かけないものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合は、直ちに補填しなけ
ればならないものとします。 

 

４．主催者は、天災、疫病、その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止によって生じた  
出展者および関係者の損害は補償しません。 

 

５．主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者および関係者の損害は
補償しません。 

 

■規約の更新 

１．主催者は本規約を随時変更することができるものとします。本規約を変更した場合、全ての規約 
事項は変更後の規約に準ずるものとします。  

 

以上 

 

◆問合せ先 

①出展に関するお問合せ 
 株式会社ジェイコムウエスト（Ｊ：ＣＯＭ） 

  コミュニティチャンネル部 関西メディアセンター 

  広告営業グループ 

 大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー５Ｆ 

 ＴＥＬ： ０６－７８９７－３００６ ＦＡＸ：０６－７８９７－３００７ 

 担当： 山根  mail：YamaneKe@jupiter.jcom.co.jp 

 

②ブース仕様に関するお問い合わせ 
 株式会社アンディフロイデ 

 大阪府吹田市広芝町９番１２号 第１１マイダビル４F 

 ＴＥＬ：０６－６３３９－４５６７   ＦＡＸ：０６－６３３９－４５５５    

 担当：本田 mail：adf-you@extra.ocn.ne.jp 

◎企画・運営 

 株式会社シティライフＮＥＷ 

 大阪府摂津市千里丘1-13-23 

 ＴＥＬ： 06-6338-0640  ＦＡＸ： 06-6368-3505 

 担当：尾浴（オサコ） mail：osako@citylife-new.com 

      池谷（イケヤ） mail：yuki@citylife-new.com 


