
要配慮者を守る！ 

 

 

 

みんなの EXPO 2022 

（第 8 回 アレルギー） 

（第 6 回 災害時の住環境・生活環境） 

 

 

出展のご案内 

 

 

 

 

 
開催日：2022 年 9 月 29 日（木）10：00～17：00 

会 場：いかほ秀水園 

  



◆ 開催概要  

名称 みんなのＥＸＰＯ２０２２ 
（第 8回 アレルギー） 

（第 6回 災害時の住環境・生活環境） 
開催日時 ２０２２年９月２９日（木）１０：００～１７：００ 

会場 いかほ秀水園 

〒377−0102 群馬県渋川市伊香保町 557 

 
 

入場料 無料 

来場対象者 アレルギー・防災に関心のある方 

主な内容 1． 企業の商品及び取組紹介（インターネット配信内で紹介） 

2． 団体の取組紹介 

3． セミナー（インターネット同時配信） 

4． 情報提供コーナー 

主 催 みんなのＥＸＰＯ２０２２実行委員会 

共 催 一般社団法人 日本環境保健機構 

㈲秀水園 

一般社団法人 環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク 

㈱イオタ 

後 援 一般社団法人 寝室環境衛生管理協会 

一般社団法人 シックハウス診断士協会 

 

  



1. 出展に関して 

1-1. ブースについて 

（１）使用会場 

 

いかほ秀水園（群馬県渋川市伊香保町 557） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）ブース内容 

１．ブースＡ（５ブース限定） ５階ラウンジ(５階：入口階) 

・机 1000×1000（白布なし）×2 

・椅子 １脚 

・背パネルおよび横パネルなし 

・ブース費用：２００，０００円（税別） 

・温泉入浴付き 

 

（会場写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．ブースＢ ３階もしくは５階(５階：入口階) 

・机 1800×450（白布あり） 

・背パネルおよび横パネルなし 

・ブース費用：３０，０００円（税別） 

・温泉入浴付き 

 

（会場写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．ブースＣ ３階宴会場内半個室エリア 

※別途図面および写真がありますので、個室１から個室 8までをお選びください。 

※個室４及び個室５は一つのブースとなります。（合計７ブースのご提供となります。） 

・机・椅子は図面のように置いてありますが、自由に変更可能です。 

・背パネルおよび横パネルなし 

・ブース費用：３０，０００円（税別） 

・温泉入浴付き 

 

４．ブースＤ 

・商品を送っていただければ「無料」で展示します。 

 ※但し、一口５，０００円以上の協賛をお願いします。 

・商品展示面積：事務局判断  

・商品展示場所：事務局判断 

・商品の陳列は事務局で行います。 

 ※但し、商品の返送は致しかねます。 

 ※返送が必要な場合 

   ・梱包及び手数料：５，０００円 

   ・着払い郵送費 

   ・商品に対するキズやその他不備には一切責任を負うことができません。 

 

（３）追加費用 

① 宿泊について 

   ブース出展者様でいかほ秀水園に宿泊を希望される方もこちらで受け付けております。 

 （前泊および当日泊の両方を受け付けております） 

 

※前泊の方の夕食は、申し込み団体様ごとの席でのご案内になります。 

※当日泊を選ばれた方の夕食は、EXPO関係者との懇親を兼ねての懇親会になります。 

※但し、コロナの影響で予定を変更する場合があります。その場合、直接担当より 

ご案内申し上げます。 

 

1人当たり・税込 宿泊費用（前泊） 宿泊費用（当日泊） 

素泊まり  ６，６００円 － 

朝食付き（夕食なし) ８，８００円 － 

夕食付き（朝食なし） － １２，１００円 

夕食・翌朝食付き １４，３００円 １４，３００円 

※複数人で１部屋となります。2 名以上 1部屋利用のご料金です。別途入湯税１５０円 

 ※お 1人で１部屋を希望される方は追加５，５００円です。 

 ※提供される料理はアレルギー対応ではありません。 

 ※申し込み多数の場合、同条件で他の宿泊施設になる場合があります。 

 

② 追加机及び椅子 

追加の机及び椅子が必要な場合は、必要数を申込書にご記入ください。その場合、下記の別 

途料金（税別）が発生いたします。但し、数に限りがございますのでご希望に添えない場合 

がございます。 

 金額（税別） 金額（税別） 



～8 月 27 日まで 8月 28 日～ 

椅子 １，０００円 １，５００円 

机（1800×450） ２，０００円 ３，５００円 

 

③ 電気 

電源が必要な場合は、申込書にご記入ください。必要な場合、下記の別途料金（税別）が  

発生いたします。なお、設備の制約により使用容量の抑制をお願いする可能性があります。 

 金額（税別） 

～8 月 27 日まで 

金額（税別） 

8月 28 日～ 

基礎電力 100v500w 以内

電源(コンセント１個) 

５，０００円 ６，０００円 

追加コンセント １，５００円 ２，０００円 

 

④ ゴミ 

ゴミ処理を会場内で有料にて行うことができます。申込書にご記入ください 

ゴミの種類 容量 金額（税別） 

～8 月 27 日まで 

金額（税別） 

8月 28 日～ 

可燃ゴミ 紙くず、ガムテープ

の芯、お菓子などの

箱、生ごみ（お弁当

の食べ残しなど 

45ℓ 

 

７００円 １，０００円 

不燃ゴミ ビニール類、プラス

ティック製品、衣類

（化学繊維） 

45ℓ ７００円 １，０００円 

紙ゴミ カタログ・チラシ・

段ボール 

20㎏ ７００円 １，０００円 

 

（４）出展者へのご案内 

出展者説明会は行いません。９月上旬までに小間割り、搬出入などについての詳細をご

連絡いたします。 

 

（５）搬入・設置 

２０２２年９月２９日（木）８:００～１０:００ 

※前泊をされる方は９月２８日（水）１８：００～ 

 

（６）搬出・撤去 

２０２２年９月２９日（木）１７：００～１８：００ 

 

（７）その他 

① 車両の搬出入の時間および方法は後日説明するマニュアルに従ってください。車両は一

般駐車場に駐車してください。なお、車の使用は最小限でお願いいたします。 

搬入後もしくは EXPO開催中、車両の移動をお願いする可能性があります。 

 

② 飲食物の試食は可能です。 



・来場者に対し試食を提供する場合は、食品衛生法および小売業関連団体が発表した試

食に関するガイドラインを厳守のうえ、出展社様の責任において提供してください。特

に小さなお子様への試食提供には十分な配慮をお願いします。 

・ブース内で試食提供を予定している場合は、事前に試食に関する情報を別紙「試食申

請書」に記入の上、実行委員会に９月１５日(木)までにご提出ください。また開催当日

(９月２９日)、試食提供するものを検体として会場のいかほ秀水園（以下、旅館）側へ

提供していただく場合があります。 

※「においが強い」等の理由で、事務局・旅館側の判断で試食をお断りする場合があり

ます。 

・「試食申込書」の内容を、運営委員会から旅館側に情報提供します。また、旅館から直

接、「試食ブース責任者」に連絡が行くことがあります。 

・試食に際し、アレルギーのコンタミネーションを考慮し、「紙皿・紙コップ等を使用」

してください。 

・電子レンジ・電気ポット・ホットプレートの使用を希望される場合は、事前に必ず事

務局にご相談ください。 

※ ガスコンロ等、火気の使用はできません。 

・旅館の調理場・冷蔵庫・冷凍庫等を使用することはできません。 

・ゴミは各自で処理をお願いします。 

・ジュースの飲み残し等の液体物の廃棄を希望される場合は、その旨を「試食申請書」

に記載してください。 

・洗い場が必要な場合は、その旨を「試食申込書」に記載して下さい。 

・旅館の調理人が手伝う行為は行いません。 

※なお、新型コロナウイルスの感染症の状況等により試食を中止する場合があります。 

 

③ 物販は可能です。 

 

④ 火気、危険物（消防法施行令で定める指定可燃物）の持ち込みは禁止します。 

 

1-2. オンライン（みんなのバーチャル EXPO）展示  

今年もオンライン EXPO(みんなのバーチャル EXPO)を中心に実施してまいります。  

このオンライン EXPO(みんなのバーチャル EXPO)ではインターネットで出展企業様 

の情報を閲覧することができます。 

  

● みんなのバーチャル EXPO 2021（昨年、参照） 
 https://boale.jp/exhibitions/virtualexpo2021/ 

 

いかほ秀水園でのオフライン型 EXPO の出展者様にはこのオンライン EXPO（みんな 

のバーチャル EXPO）にも追加費用のご負担なく出展することができます。 オンラ 

イン EXPO(みんなのバーチャル EXPO)内のコンテンツは EXPO会期終了(2022 年 9 月 

29 日) 後、最低１年間は公開します。 

 

 

1-3. 出展等参加条件  

参加企業・団体様は、次のいずれにも該当しないこととします。なお、応募を受け付 

け後に、次のいずれかに該当することが判明した場合、本イベントへの参加を取り 

消すことがあります。 

https://boale.jp/exhibitions/virtualexpo2021/


 

（1）法令等に違反する行為のあるもの又はそのおそれのあるもの 

（2）公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの 

（3）民事再生法もしくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの 

（4）人権侵害の事象のあるもの又はそのおそれのあるもの 

（5）次のいずれかの業種に該当するもの 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2条各号に規定する営業を 

行うもの 

・ 消費者金融、高利貸しに係るもの 

・ 法律の定めのない医療類似行為を行うもの 

・ 政治活動を目的として行うもの 

・ 宗教活動を目的として行うもの 

（6）その他、出展実施者として不適当であると認められるもの 

 

1-4. 出展等参加条件  

（1） 募集期間 

２０２２年４月１日（金）～８月２７日（土） 

なお、出展ブース数が埋まった場合、募集期間を切り上げることがあります。 

 

（2） 申込方法 

「出展申込書」に必要事項をご記入いただき、一般社団法人日本環境保健機構内  み 

んなの EXPO 2022事務局まで E-mail または FAX、郵送にてお送りください。 

【応募書類提出先】 

一般社団法人日本環境保健機構内  

みんなの EXPO 2022事務局 

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2F 

TEL 03-6869-8270 FAX 03-6869-8272 

《メールアドレス》 

allergy-expo@jeho.or.jp（アレルギー） 

info@bosai-expo.jp（災害時の住環境・生活環境） 

 

   （3）選定及び結果通知 

申込については、本要領に記載の条件に適合していることを確認した上で、参加受付 

について決定いたします。 

参加受付後１週間以内に結果をメールまたは電話にてお知らせいたします。 

 

   （4）お支払 

主催者により出展申し込みが承認された後、出展料金をご請求いたします。 

支払期限は請求書発行日の 20 日後です。 

 

  

mailto:allergy-expo@jeho.or.jp
mailto:info@bosai-expo.jp


1-5. 出展申込みの取り消し 

お申し込み後、やむを得ず出展を取り消す場合には、下記のキャンセル料をお支払いただき

ます。  

出展申込日 

～２０２２年８月２７日（土）まで 

出展料及び企業セミナー申込料の５０％ 

２０２２年８月２８日（日）以降 出展料及び企業セミナー申込料の１００％ 

※ 自然災害などやむを得ず中止の場合、出展料及び企業セミナー申込料は返金ができな

いことをご了承ください。 

 

1-6. その他 

（1） 本要領に定めのない事項については、主催者において定めるものとします。 
（2） 本イベントの実施運営にあたり主催者側から指示があった場合は、これに準拠して 

ください。 

（3）本イベントの手続きで必要となる個人情報については厳正に管理し、本イベントの 

運営において必要とする場合以外で利用いたしません。 

（4）会場及び出展物の保全については、天災、その他の不可抗力により事故、盗難、紛 

失及びブース内における人的災害の発生については責任を負いません。 

（5）お問い合わせ先・連絡先 

一般社団法人日本環境保健機構内  

みんなの EXPO 2022事務局 

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2F 

TEL 03-6869-8270 FAX 03-6869-8272 

《メールアドレス》 

allergy-expo@jeho.or.jp（アレルギー） 

info@bosai-expo.jp（災害時の住環境・生活環境） 

 

  

mailto:allergy-expo@jeho.or.jp
mailto:info@bosai-expo.jp


2. セミナーに関して 

2-1. セミナー申込み 

当日収録後、オンラインで全国配信する予定です。 

（1） 募集内容 

（アレルギー） 

アレルギーやシックハウスなど環境由来の健康問題に対する取り組みに関係した製品や資 

料、取組みなど、情報提供を行われる企業・団体様を募集しております。 

 

  （災害時の住環境・生活環境） 

防災対策に対する取り組みに関係した製品や資料、取組みなど、情報提供を行われる企業・ 

団体様を募集しております。 

 

（2） 開催会場 

いかほ秀水園 ３階特設会場 

 

（3） 時間 

１セッション ２０分 

 

（4） 料金 

ブース出展者 ：１５，０００円(税別) 

ブース非出展者：５０，０００円(税別) 

 

（5） 会場設備 

プロジェクター×１、スクリーン（１００インチ程度）×１、有線マイク×１ 

 

（6） その他 

① セミナー参加者の事前登録は行いません。 

② セミナー資料、パソコンなどはご用意ください。 

 

（7）司会進行は、セミナー希望者側で行ってください。 

 

（8）予約は先着順となります。申込状況によりお断りすることもあります。 

 


