
ワールドマーケット＆ツーリズム2017

わがまちの

観光や特産
品を

紹介しませ
んか？

地域の隠れた魅力を掘り起こし、地域で
磨き上げたモノと旅をプレゼンで競い
合いグランプリを決定します。

UNDISCOVERED九州沖縄

日時 水 祝5月2017年 3日 日7日～
10：00 18：00（最終日は17：00まで）

会場 西日本総合展示場 新館
（ＪＲ小倉駅新幹線口より徒歩5分）

～
5日間

出展申込期限

2017年

1月
まで！！
日

ツーリズム（旅・観光PR）エリア 出展のご案内

主催 公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会

協力 JTB九州

共催 北九州市・（一財）対日貿易投資交流促進協会
（予定）

火31
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ごあいさつ

開催概要

会場構成（予定）

　近年九州への訪日外国人旅行者数は増加傾向にあり、観光は九州
の成長を支える新しい産業として注目を集めています。そこで当協会
では観光産業の振興を目的に「ワールドマーケット＆ツーリズム」を北
九州市「西日本総合展示場」で開催いたします。この展示会は「西日本
インポートフェア」をリニューアルし、世界の魅力的なグッズやグルメ
を紹介するマーケットエリアと全国の旅の楽しさや地産地消の食材・
食品の魅力を発信するツーリズム（旅・観光PR）エリアからなる九州
初の体験型観光展です。ゴールデンウィークに驚きと感動を届ける体
験的要素が満載のシニアからご家族連れまで楽しめる内容となって
います。つきましては、当展示会開催の趣旨をご理解いただき、積極
的なご参画を賜りますようお願い申し上げます。

ワールドマーケット＆ツーリズム2017
（公財）西日本産業貿易コンベンション協会
北九州市・（一財）対日貿易投資交流促進協会
JTB九州
経済産業省・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分
県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県・独立行政法
人日本貿易振興機構（ジェトロ）・一般社団法人九
州経済連合会・九州経済国際化推進機構・一般社
団法人九州観光推進機構・九州商工会議所連合
会・北九州商工会議所・九州各県貿易協会・ＪＲ九
州・ＪＲ西日本・日伊経済連合会
平成29年5月3日（水・祝）～7日（日）5日間
西日本総合展示場　新館

面積（有効展示面積）屋内8,000㎡
大人（中学生以上）800円、小学生以下 無料
250小間
50,000人

　人気グルメから個性派グル
メまで国内外から選りすぐっ
た食材・食品、こだわりのオリ
ジナル雑貨など会場でしか手
に入らない掘り出し物が大集
合。会場にいながら世界の市
場を歩いているようなわくわ
くする空間を演出します。

名　　称

主　　催

協　　力

共　　催

後　　援

会　　期

会　　場

開催規模

入 場 料

展示規模

入場予定

会場エリア

共通テーマ

会場テーマ

〒802-0001北九州市小倉北区浅野3丁目8-1

②ワールドマーケットエリア

　旅をテーマにした様々な企画を実施し、ファミリー層からミドル・シ
ニア層まで各世代に応じた旅の楽しさや魅力を発信します。また国内
各地の隠れた魅力を発掘し、洗練された特産品や特有の文化を紹介
します。

①ツーリズム（旅・観光PR）エリア

　世界の絶景・観光名所が疑似体験
できる迫力ある映像演出と国内外の
ユニークな祭りやダンス、こどもの日
には人気のキャラクターショーで会
場を盛り上げます。（出展者からス
テージイベント参加者を募ります。）

②アクティブステージ

　国内外のスペシャルグルメから好奇心を
刺激するフードまで幅広い食の魅力を発
信します。来場者を満足させる様々なメ
ニューを取り揃えます。

①食の魅力を発信

　アクセスの良い会場で開催されるワー
ルドマーケット＆ツーリズムです。

③抜群のアクセスを誇る会場

　テレビ局とタイアップした広報計画、フェイスブックやツイッターな
どＳＮＳの活用、新聞への折込チラシ、雑誌広告、ＪＲ各駅へのポス
ター掲示等、エリアや世代に応じた効果的な広報活動を行います。

④広報活動の強化

・ＪＲ小倉駅より徒歩約5分になります。
・新幹線で博多から約16分、熊本・広島か
 ら約1時間でお越しいただけます。

（予定）

（予定）

ツーリズム（旅・観光PR）エリア
TOURISM 国内外の観光ＰＲ　国内各地の魅力ＰＲ、

旅行代理店の観光ＰＲ事業
FERMENTEDFOOD 発酵食品のPR

FOOD 北九州の食の魅力ＰＲ
FESTIVAL 国内外の祭り

SPECIALPRODUCT 国内外の特産品・民芸品

※構成については計画中のものですので、実施にあたっては変更になる場合があります。

地域の隠れた魅力を掘り起こし、観
光と物産が連携した新商品・サービ
スの開発や既存商品・サービスのブ
ラッシュアップを行う。会場内で地域
がホンキで磨き上げたモノと旅をプ
レゼンで競い合い、来場者と審査員
の投票でそれぞれのグランプリを決
定します。

UNDISCOVERED九州沖縄

　魅力あふれる参加型のステージや子供
が楽しく遊べる体験コーナーを充実させ、
アクティブな空間演出で家族間の交流を
促します。

③アクティブゾーン

※写真はイメージです。



出展要項

参考実績（西日本インポートフェア）

（1）出展物は展示会の開催趣旨、目的に添った品目とします。
（2）販売・展示禁止となる主なものはつぎのとおりです。

（1）標準小間
　小間にはバックパネル・袖パネル（システムパネル仕様）・社名板が
付きます。隣接小間がない方の袖パネルは付きません。机・イス等備
品やカーペットは付きません。

　ブース内での給排水はできません。出展者用共同シンク（水回り）を

ご利用ください。

法律・条令・その他関係法規制で禁じられているもの
危険物
関連法令に抵触するおそれのあるもの及び公序良俗に反する
もの（コピー製品など）
ナイフや刀剣類（但し、主催者側の許可がある場合はこの限り
ではない。）

●装飾・搬入日
2017年5月1日（月）　9：00～18：00
2017年5月2日（火）　8：00～18：00

出 展 物

料 　 金

出展会場の基本施設

出展対象団体

①
②
③

④

種　類 規　格 小間単価

標準小間 間口3ｍ×奥行2ｍ×高さ2.4ｍ ￥50,000（税抜） ￥54,000（税込）

注）出展小間の配置を指定できません。

※但し、コンマ以下の単位はすべて1に切り上げ計算します。

●搬出日
2017年5月7日（日）　17：00～20：00
2017年5月8日（月）　9：00～10：30

　出展者が希望する場合、主催者は次の工事費（電気使用量も含む）
で電気工事を行います。（料金は消費税別）

装飾・搬入搬出日

●電気・給排水

［電気］

［給排水］

（一次工事+電力使用料）（税別）

交流単相3線式（100Ｖ60Ｈｚ）、交流三相3線式（200Ｖ60Ｈｚ）
ともに1Ｋｗまで 10,000円

1Ｋｗ超～5Ｋｗ超まで

5Ｋｗ超～10Ｋｗ超まで

10Ｋｗ超～

24時間通電割増

1Ｋｗあたり単価6,000円

1Ｋｗあたり単価5,500円

1Ｋｗあたり単価5,000円

1Ｋｗあたり単価3,000円

コンセント 1,500円 スポットライト・蛍光灯 2,500円

電気料金

加算料金

その他

西日本インポートフェア＆食メッセ2015
2015年（平成27）年5月2日（土）～6日（水・休）5日間　10：00～18：00
西日本総合展示場 新館
197社
展示面積／8,000㎡

名　　称

会　　期

会　　場

出 展 者

開催規模

5月2日（土）

月　　日

7,002人

5月3日（日） 11,197人

5月4日（月・祝） 10,098人

5月5日（火・祝） 8,977人

5月6日（水・振休） 6,725人

合　計 43,999人

来場者数

2小間以上を使用する場合、
間の袖パネルは付きません。

注）

※ブースの基本仕様を変更する
　場合があります。

バックパネル・袖パネルは、シス
テムパネル仕様のため、穴あ
け・釘打ち・テープ貼り等ができ
ません。

官公庁、都道府県・市町村（観光協会・連盟含む）、商工会、商工会議
所、政府観光局、航空会社・鉄道・バス・クルーズなどの運輸機関、ホ
テル、旅行会社など観光や特産品開発に関わる団体に限ります。
①以外の民間団体・企業でツーリズムエリアに出展される場合は、
公的団体の推薦状（原本）の提出が必要になります。

①

②

注）安全・衛生を確保するためや他の出展者への迷惑などの理由から出展を禁止
　  する場合があります。

（3）販売・試食販売は可能です。飲食の提供は電気で温められるも
　  のに限ります。※ガス・水道は使えません。

注）飲食に関しては主催者の許諾が必要になります。
注）アルコール類など主催者が制限をかける場合があります。
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西日本総合展示場  新館
西日本総合展示場  本館西日本総合展示場  本館

P

P

［開催会場］ 西日本総合展示場  新館

TEL.093-511-6800

公益財団法人
西日本産業貿易コンベンション協会

抜群のアクセスを誇る会場
駅のある展示場
JR小倉駅新幹線口より徒歩5分

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3丁目8-1

FAX.093-521-8845

主催事務局

JR小倉駅

期　　間 キャンセル料

出展申込み

出展者による出展の取り消し

　同封の出展申込書および出展物リストに必要事項を記入、捺印の
うえ郵送してください。
　また、出展申込書提出の際に会社履歴（または会社案内）出展予定
商品のカタログ（または取扱商品カタログ）も同封ください。

　出展者からの出展申込みの取り消し、解約は、書面にてご提出くだ
さい。
　前項につき、主催者側が出展者の出展取り消し、解約を了承する場
合には出展者は、下記のとおりキャンセル料を支払わなければなりま
せん。

　なお上記表中「期日」は、出展者からの出展取り消し、解約の意思表
示が、文書にて主催者側に到達した時点をもって区別します。

●出展申込書の発送

　出展申込書を受理した後、出展決定通知及び請求書を郵送します
ので、指定口座にお振込みください。

●料金の振込み

〈出展申込先〉
（公財）西日本産業貿易コンベンション協会
ワールドマーケット＆ツーリズム事務局　担当　高崎・古賀
〒802-0001北九州市小倉北区浅野3丁目8-1
ＴＥＬ：093-511-6800　ＦＡＸ：093-521-8845
E-mail：takasaki@convention-a.jp

〈支払期限〉

2017年2月28日（火）

〈振込先〉
福岡銀行北九州市庁内支店
（公財）西日本産業貿易コンベンション協会
普通預金口座　977661

〈出展申込期限〉
2017年1月31日（火）

注）支払期限までに振込みがない場合、申込みを無効とし、出展申込書を返却し
    ます。

※振込手数料については振込時に各社で負担してください。

※自治体等公的機関の申込みについては2017年4月末までの支払期限とします。

2017年2月1日（水）～2017年3月31日（金） 出展料の50％

2017年4月1日（土）以降 出展料の100％

出品内容などが、当展示会の主旨に沿わないと事務局で判断
した場合、また会場構成上のバランスを欠くものであると判断
した場合、当出展申込書を提出いただいても、受理しないこと
があります。

（注1）満小間になり次第締め切らせていただきます。
（注2）

主要日程

（平成29年5月1日（月）～5月2日（火））
ツーリズムエリア 搬入作業

（平成29年2月）
出展小間レイアウト決定

 （平成29年2月28日（火））
出展料支払期限

（平成29年1月31日（火））
ツーリズムエリア 出展申込期限

出展決定通知・請求書の送付

ワールドマーケット＆ツーリズム2017
平成29年5月3日（水・祝）～7日（日）
（10：00～18：00最終日17：00）

ツーリズムエリア 搬出作業
平成29年5月7日（日） 17：00～20：00
　　　　 5月8日（月）   9：00～10：30

出展物の販売・実演

　次にあげる行為は堅くお断りしています。万一遵守いただけない場
合、主催者は会期途中であっても撤去を命じ、出展料等の返還は一切
いたしません。

　主催者は、会場の保全・管理・秩序の維持・公衆の安全のため、これら
に支障があると認めた販売・実演については、出展者に必要な対策をお
願いし、または販売・実演の制限や中止をしていただく場合があります。

・ 他の出展者、来場者に迷惑を及ぼす大声での呼び込み
・ 粗悪品の低価格販売（コピー商品等）
・ 不適正な二重価格による大幅値引き販売
・ 通路等規定小間外にはみ出しての展示・販売
・ 均一価格販売
・ 小間の又貸し

出展契約の解除・変更

出展者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会
屋、社会運動等標榜ゴロ等（総称して「反社会的勢力」という。）と判明
した場合や当展示会にふさわしくないと主催者が判断した場合、主催
者は何等の催告なく出展契約を解除・変更することができる。この場
合、主催者は出展者に対し出展料の返金やその他費用負担の責は負
わないものとします。

※自治体等公的機関の申込みについては2017年4月末までの支払期限とします。
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