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はじめに
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rooms は、クリエイティブシーンの活性化を目的にファッション・ライフスタイル・アート・パフォーマンス・飲食など
あらゆるジャンルから、これまでの 20年間で延べ 1万組以上のクリエイターが参加してきたキュレーションイベントです。
クリエイションを中心にしたコミュニティや経済圏の醸成を目的に様々なサービスを提供しています。

今回で 45回目の開催となりますが、前回より新チームでの運営体制をスタートし、今までの rooms での経験を生かしながら
新しいイベントとして生まれ変わります。

販売方法、卸売ビジネスの状況変化が激しい現在において、
時代にあったプレゼンテーションやマーケティングのスペースを提供してまいります。



OUR HISTORY

「 room = 部屋 」

各々のクリエイターの世界観を roomとして捉え
その共同体を  ‘ rooms ( ルームス ) ’ と名付けました。
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roomsではこれまでに通算50万人を動員。
現在は業界関係者のみならず、一般のお客様にもお越しいただける祭典へと
多様化するニーズに合わせ進化し続けています。

 

 

東京タワー 1F アミューズメントホールで開催

代々木第一体育館に会場変更

フランス婦人プレタポルテ連盟と協業開始（～ 2009） 

繊研賞 受賞

第 29回毎日ファッション大賞・鯨岡阿美子賞 受賞

地場産業の活性化を目指し「rooms 地場産」立ち上げ

サステナブルやエシカル消費をテーマにした「rooms エシカル」を立ち上げ 

一般のお客様の来場誘致を開始（D2C スタート）

多様性をテーマにした「I just am」プロジェクトを発表

rooms 20 周年。リアル展示会に加えてオンライン展示会をスタート

BtoB の合同展示会と一般向けのマーケットイベントの 2軸開催

ショールームに 12 ブランドを集め「rooms」スタート2000

2002
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OUR PROJECT

「クリエイションで人と社会を豊かにする」というビジョンを掲げ 、2000 年に誕生した rooms。
同年、「クリエイティブの祭典 rooms（ルームス）」をスタート。設立から 20 年を経た現在は、クリエイティブの祭典にマーケットイベント、
イベントディレクションやウェブメディアなど、サービスが拡大しています。

CREATION FESTIVAL ROOMS ONLINE

延べ１万組以上のクリエイターが参加してきた
クリエイティブの祭典。
毎年春 /秋に東京で開催し、各回 200~300
ブランドが出展。マーケットデイには、
一般の方もご来場いただけます。

ブランドとバイヤーがシーズンを通して繋がり、
ビジネスを行うための完全な取引機能を備えた、
BtoBプラットフォーム。
オンライン展示会プラットフォームの
「Granstra」と協業し、WEBページを持たない
ブランドのHP機能も担っています。

since 2020since 2000業界向け 業界向け一般向け
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EVENT PRODUCE

一般向け since 2022

ROOMSプロデュースのもと、様々な地域や
企業様とのイベントを主催。
地域の特色やシーズンに合わせた多様な
マーケットイベントを開催しています。
WEST SIDE TOKYO MARKET　/  ルミネ立川（22年10月開催開催終了）
JINNAN BLOCK PARTY / 渋谷区北谷公園（22年11月開催終了）
HOLIDAT ART MARKET / 広島三越（22年12月開催終了z）　　　　他



ROOMS PARK 開催概要

BRANDS : 250 ( 予定 )
VISITORS : 15,000名 ( 予定 )  ( ビジネス関係者 10,000名 / 一般 5,000名 )
ENTRANCE FREE

BUSINESS ONLY 

MARKET DAY

MARKET DAY  

BUSINESS ONLY 

10:00 - 19:00

10:00 - 19:00

11:00 - 20:00

11:00 - 17:00

感染症拡大防止のため様々な取り組みを実施いたします。

①出展者・来場者・スタッフのマスク着用および手指消毒の徹底

②非接触の入場システムの導入・入場前の検温の実施

③会場内の常時換気・消毒液の設置

※時間は変動する可能性がございます。

アクセス
JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と 2階連絡通路で直結
東京メトロ銀座線「渋谷駅」と 1階で直結
東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結

主催：アッシュ・ペー・フランス株式会社　rooms 実行委員会

〒107-0062 東京都港区南青山 5-7-17 小原流会館 8 階
TEL : 03-3499-0822
MAIL : rooms@hpgrp.com 　　WEB : www.roomsroom.com

渋谷ヒカリエ 9F 
ヒカリエホール

〒150-8510 
東京都渋谷区渋谷 2-21-1 
渋谷ヒカリエ 9F

いつも新しいことが始まり、

世界の注目を集める街、渋谷。

劇場、オフィス、ショップ、

レストランなどさまざまな機能が交わる

駅直結の高層複合施設の中層に位置する

ヒカリエホールは、

渋谷にこれまでなかった立地と

スケールを誇るイベントホールです。

ここから発信される情報は

渋谷、そして世界へと広がっていきます。

会場
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10月12日（木）

10月13日（金）

10月14日（土）

10月15日（日）



OUR SERVICE

商談機能と物販機能を兼ね備えた新しいプラットフォームへと進化しているクリエイティブの祭典 rooms。
商談やマッチングと並行しながら、一般のお客様との直接交流や物販を通して、新たなビジネスの広がりも期待できます。

①ビジネスマッチング ②物販・マーケティング ③アートインスタレーション・空間デザイン

新企画やプロダクトを全国区のバイヤーを
はじめとする業界関係者から一般来場者まで、
幅広くプレゼンテーションすることで、卸売、
POPUP、OEM、異業種とのコラボレーション
など様々なビジネスマッチングが行われます。
また、オンライン展示会（rooms online) も
開催しております。同時参加する事によって
ご来場いただけないお客様へも情報訴求ができ
ますので、マッチングの確率を大きく伸ばすこ
とが可能です。

rooms では出展者様ご自身にマーケティングを
行っていただきます。
日本最大級の合同展示会として 20 年以上業界
関係者を中心に集客してきた rooms では、感度
の高いお客様が集まります。
また、業界関係者だけでなく一般来場者も誘致し
ており、開催中すべての日程で販売することが
可能です。プロ目線、一般目線のお客様のニーズ
を現場で聞くことができる、リアルマーケティン
グの機会を設けています。

アーティストやパフォーマーを招待し催事の
イベント性を強めることで、一般の方のご来場
を誘致する取り組みを行っています。
また、会場装飾に力を入れており、rooms らし
いクリエイション豊かな空間デザインを行う事で
ブランドがより良い環境でプレゼンテーション
できる場所を提供しています。
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OUR SERVICE-POINTS

物販を行える展示会は今や珍しくはありません。
日本最大級の合同展示会として 20 年以上業界関係者を中心に集客してきた rooms での物販では rooms ならではのメリットがございます。

会場内で物販をすることで出展費用をカバーできる可能性があります。
バイヤーに実際商品を購入していただく機会を得ることで、その後の PR に繋がるなど、物販を通して得られる効果は大変高いと考えています。

また、バイヤー以外の業界関係者など、感度の高いお客様が集まる場で物販を行うことで、
接客や販売を通してお客様のニーズや商品の販売方法の明確化に繋がるマーケティングが可能です。

1.

2.

3.

rooms の既存来場者
BUYER
PRESS

などの業界関係者 以上の周知

見本市をしながら
POP UP イベント と同等の売上効果を得られる

感度の高いお客様と
実際に触れ合うことで マーケティングが可能

1万人
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VISTORS / PRESS
4 日間で約 10,000 人（延べ人数）が来場。（ビジネス関係者 6,000 人／一般 4,000 人）
ファッション業界のみならず、インテリア、カルチャー、食など様々な業界から多くの来場があります。
クリエイターと企業とのマッチング実績も多く、多方面でビジネスを拡大できるチャンスがあります。

■セレクトショップ
アーバンリサーチ、アダストリア、アッシュ･ペー•フランス、エストネーション、
アバハウスインターナショナル、イデー、イトキン、上野商会、ワールド、
エストネーション、オンワード樫山、サザビーリーグ、サンエー･インターナショナル、
三陽商会、シップス、ストライプインターナショナル、ジュン、 デイトナ･インターナショナル、
トゥモローランド、トーキョーベース、ナノ･ユニバース、ノーリーズ、バーニーズジャパン、
パル、ビームス、 ビショップ、ベイクルーズグループ、マークスタイラー、マッシュホールディングス、
メルローズ、ユナイテッドアローズ、Ameri VINTAGE、他

■百貨店
小田急百貨店、京王百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、東急百貨店、東武百貨店、
阪急阪神百貨店、藤井大丸、松屋、三越伊勢丹ホールディングス、近鉄百貨店、他

■オンラインショップ・通販
Amazon、ジュピターショップチャンネル、スタイルストア、ZUTTO、ストライプデパートメント、
ZOZOTOWN、藤巻百貨店、他

■新聞・TV 
朝日新聞、環境新聞 、産経新聞 、繊研新聞、日経新聞 、毎日新聞 、
WWD JAPAN、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、日本テレビ、
NHK、TBS、VIVID DIGITAL、他

 

■雑誌・オンライン 
CREA、Discover Japan、FUDGE、Japan Precious 、Numero　Tokyo、Sweet、
装苑、ソトコト、日経ウーマン、日経トレンディ、ミセス、リンネル、Apparel Web、
ELLE Online、 Fashionsnap.com、 WWD JAPAN.COM、WGSN、MMD TIMES、

CCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ、アディダス、伊藤忠商事、
博報堂、スタジオジブリ、ウォルト・ディズニー・ジャパン、
サンリオ、サマンサタバサ、ムーンスター、アニエスベージャパン、

良品計画、ユニクロ、フランフラン、ソニー・ミュージック、
JTB商事、森ビル、経済産業省、中小企業基盤整備機構、明治製菓、
東急鉄道、東武鉄道、東レ、NTTドコモ、日本貿易振興機構、 
ラフォーレ、ルミネ、パルコ、アトレ、ハンズ、カルビー、

(順不同、敬称略)

Buyer

Media

業界関係者
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ビオスタイル、ソニー、ワンオー、ディー・エヌ・エー、BE AT、

中川政七商店、東日本旅客鉄道、阪急電鉄、三井不動産、資生堂、
イオンモール、セブン&アイ・クリエイトリンク、他

HOUYHNHNM、PERK、他



AREA

会場では4つのエリア構成にてゾーニングしております。
・出展ブランドはオーディションにて選考いたします。
・会期中は商談だけでなく、その場で物販もしていただけます。（集中レジ対応、販売手数料 30％）
・商談や物販を目的としないプレゼンテーションのみでのご出展も可能です。

PARK

FOUNTAIN

G
A
T
E

STREET

PARK and FOUNTAIN ... 

Fashion/Accessory/Ethical/Life Style/
Cosmetics/Crafts/Art

Food/Cafe

(Fashion/Accessory/Ethical/Life Style/
　　　　　　　　　　　　　　Cosmetics/Crafts/Art)

Incubation
STREET ...

GATE ...
※エリア分けの内容や場所は変動する可能性がございます。
※出展エリア・場所のご指定はできません。予めご了承くださいませ。
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BOOTH SIZE

BOOTH SIZE

PRICE ( 税抜 )

PRICE 

1.2㎡
1100×1100

1.4㎡
1100×1300

2.4㎡
1100×2200

4.8㎡
2200×2200

¥80,000~

¥100,000~

¥150,000~

¥200,000~

付属 注意事項

・壁面設置 NG。　壁面を立てる場合はWOODWALL
プランをお申込みください。　　　　

・デザインは隣接するブースにご配慮をお願いいたします。
・ブース幅 / 奥行が変更になる場合がございます。

　

ブースプラン

INCUBATION

CHALLENGE
PLAN

合同展示会にチャレンジしてみたい方へ
数量限定の特別プランです。
※ブランド立ち上げ 3 年未満の方を優先
とさせていただきますので予めご了承ください。

SPACE

WOOD
WALL

SPACE
MINI

DOUBLE

BASIC

SPACE
PLANスペースのみの提供プランです。

什器のお持ち込みも可能となっており
ますので、自由なディスプレイをしてい
ただく事でブランドにあった演出が叶い
ます。
レンタル什器のサービスもご用意してお
ります。また、ブースデザインでお困り
の場合はプロデュースも行っております
ので、ご相談ください。

1.2㎡
1100×1100

( 税抜 )

ブース看板

パンチカーペット
(色未定 )

スペースのみの
ブースプラン

ブース看板

スペースのみの
ブースプラン

木工パレット背面壁

ブース看板
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¥120,000~



WOOD

WOOD
FLAME
PLAN

WOOD
WALL
PLAN

BASIC

LARGE

PRICE (税抜 )BOOTH SIZE

¥250,000~

¥450,000~
9.6㎡

2200×4400

4.8㎡
2200×2200

付属 注意事項

木製フレーム
ブース看板

木工パネル背面壁
ブース看板

・有料オプションにてターポリンを背面に張ることが可能
です。サイン等のプリントも承ります。　

・その他のオプションや記載のない施工をご希望の場合は
運営までご相談ください。

木材フレームや壁を使用したプランです。
サブフレームからの吊り下げなど高さを
生かしたディスプレイも可能です。

BASIC

LARGE

¥280,000~

¥550,000~
9.6㎡

2200×4400

4.8㎡
2200×2200

MINI

DOUBLE

1.4㎡
1100×1300

2.4㎡
1100×2200

木製フレーム
背面壁
(木工パネルか木工
パレットがお選び
いただけます。)
ブース看板

ブースプラン
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¥280,000~

¥200,000~ ・MINI/DOUBLEとBASIC/LARGEにて、付属が異なり
ますのでご注意ください。
各プランのイメージについては、P12をご確認ください。

・壁面設置 NG。　壁面を立てる場合はWOODWALL
プランをお申込みください。　　　　



出展料金 / WOOD

その他のオプションや記載のない施工を
ご希望の場合は運営までご相談ください。
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9.6㎡
2200×4400

LARGE

BASIC

4.8㎡
2200×2200

9.6㎡
2200×4400

LARGE

4.8㎡
2200×2200

BASIC

WOOD
WALL
PLAN

WOOD
FLAME
PLAN

木製フレーム

木製フレーム / 背面木工パネル 木製フレーム / 背面木工パレット

※詳しいオプション料金については、出展マニュアル・オプションプラン資料公開後ご参照ください。

MINI

DOUBLE

1.4㎡
1100×1300

2.4㎡
1100×2200

背面木工パネル

※上から見た図

※上から見た図



什器レンタル

rooms がご提案する什器レンタル業者にてレンタルの依頼をされる場合、出展者様の搬入時間までにブースに什器がセッティングされ、
搬出時にはブースまで撤去に伺います。

1. 吉川商事株式会社 ( ビンテージ什器 )

HP：https://store.old-m.com
ヴィンテージ家具：https://store.old-m.com/product-category/old-maison/vintage-furniture/
リプロダクション家具：https://store.old-m.com/product-category/old-maison/furniture/
神奈川県座間市ひばりヶ丘 4-25-11　ショールーム、倉庫で実際に商品がご覧いただけます。※予約制
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什器レンタル

2. 株式会社 七彩 ( マネキン・什器レンタル )
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HP：https://www.nanasai.co.jp/

その他ご出展に際してのオプションについては、ご出展確定者様へ配布の出展マニュアルにてご案内させていただきます。



ROOMS ONLINE

2023.10.2.Mon - 2024.3.31.Sun 

ブランドとバイヤーがシーズンを通してつながり、ビジネスを行うための完全な取引機能を備えたBtoB プラットフォーム「rooms ONLINE」。
今回、国内最大のオンライン展示会サービスGranstra( グランストラ )を運営する株式会社イーストフィールズをパートナーに開催いたします。
オンライン・オフラインの “どちらか” ではなく、“どちらも” 活用して発信することで 2倍以上の効果が得られることが期待でき、
リアルの展示会を挟み、合計約 6 カ月間実施することで 長期間のブランド PRとして、来場できない方へのアプローチにもご活用いただけます。
卸、OEM、POP-UP、コラボレーション等ブランドの多様な参加目的に対応したサービスで、 オンラインでの営業のタッチポイントを提供します。

洗練されたデザイン 多彩な表現方法 充実したサポート シンプルで使いやすい画面 スムーズなコミュニケーション データの可視化

ブランドにぴったりのデザインで
世界観を演出できます。

文章や画像や動画で
ブランドを表現できます。

Granstraスタッフがページの作成を
しっかりサポートします。

直感的に操作できるので、
ストレスなくページを作成できます。

カタログなどのデータの送信や
メッセージのやり取りができます。

アクセス数や興味を持った商品など
来場者のデータを把握できます。

・出展ブランドを魅力的に演出
・国内外バイヤーが累計10万名以上が来場
・バイヤーとメッセージ形式でやり取り
・アクセスデータを活用して分析
・20以上の展示会と提携（国内最大）Granstra(グランストラ)：https://granstra.com/

Granstra は、ファッション、インテリア、雑貨など様々な業界の展示会がオンライン上に集まる展示会プラットフォームです。
感度の高い展示会がオンライン上に集結し、ブランドやアイテムの紹介はもちろん、
モノづくりへのこだわりからストーリーまで様々な情報を掲載しています。
これまでに 20 以上の展示会と提携し、600 ブランド以上が出展、10万名以上が来場しております。
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ROOMS ONLINE
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オフライン併願：¥50,000
オンラインのみ：¥150,000

※1ブランド追加ごとに追加5万円
オンライン掲載にあたり、商品写真の撮影オプションをご用意しております。

）談相ご途別は金料（。すまいざごもンョシプオ行代録登
※金額は商品ボリュームによって変動いたします。
ご希望の方はオンライン担当者まで金額をお問い合わせください。

出展料金 スケジュール

お申し込み期限：8月3 1日（金）

 
8 月 3 1 日（金）までにお申込みいただき、10 月 2 日 ( 月 ) に公開となります。

 ▼rooms ONLINE エントリーはこちら
 https://www.roomsroom.com/showroom

・ブランドの伝え方が分かる

・営業ツールとして使える

・バイヤーの反応がデータで分かる

・ページの更新はいつでも可能 ( 公開後も可能 )

・BtoB サービスに特化　一般消費者向けではない

・プロモーションに特化　受発注は今まで通りできる

・クライアントと直接やり取りできる

オンライン展示会のメリット Granstra( グランストラ ) の直近データ
お問い合わせ：65～100%
商談・新規取引：45～75%
メディア掲載：13～25%

新規取引受注金額

・1 0 0 万円以上  ： 7％

・10 万円～30 万円 ：46％

・5 万円～10 万円：23%

・5 万 円 未 満  ： 23%

( 出展者アンケートの結果より )

100 万円以上

46%

23%

23%

7%

10 万円～30 万円5 万円～10 万円

5 万円未満



SCHEDULE 出展規約

お申し込み～会期終了後までの流れ

新規出展ご希望の方はオーディションのお申込みが必要です。
rooms WEB サイトよりオーディションにお申込みの上、オーディション資料をご送付ください。 
資料到着後2週間～1ヶ月ほどで審査結果を通知いたします。

オーディション申込み / オーディション資料の送付：随時

オーディションに合格された方へメールにて通知させていただきます。
出展申込み後に出展キャンセルされますと、キャンセル料金が発生する場合がございますので
ご注意ください。（発生時期は右記❸項目参照）。

出展申込み

ご請求書、出展規約書、出展マニュアル、オプションプラン、什器リースカタログ他、
各種ご案内はメールまたはGoogleドライブ共有フォルダにてお送りいたします。

確定通知後のご案内：随時

    1月 31日 (火 )までにご契約 ▷ 2月 28日 (火 )お支払い期日
     2 月 28日 (火 )までにご契約 ▷ 3月 31日 (金 )お支払い期日
※ご契約月の翌月末期日となります。
支払期日内にお支払いを確認できない場合は、こちらの判断でキャンセルとさせていただく
可能性がございます。尚、その場合もキャンセル料金の支払いが発生いたします。

出展料金のお支払い

10 月 12 日（木）～ 10 月 15 日（日）rooms PARK 開催：

❶ 契約の成立
出展者と主催者との出展契約は、「rooms 出展規約書」のサイン、捺印をもって
成立するものとします。

❹ 共同出展の取扱

❺ rooms の開催中止

❷ 出展料金の支払い

❸ 出展の取り消し

出展者は「請求書」に記載の支払期日までに、出展料金の支払いを完了するものと
します。支払期日までに出展料金の入金が確認されない場合は、主催者は出展者に
対し何ら報告もなく、出展契約を解除することができるものとします。
国や地方自治体などの助成金を活用して出展する場合、助成金の交付が支払期日後
であっても、出展料金は全額を支払期日までに支払うものとします。
尚、お支払い期限までにお支払いが確認できなかった場合、自動的に出展キャン
セルとなります。その場合もキャンセル料金が発生するものとします。

出展の取り消しについては、主催者に必ずメール又は書面にてご連絡ください。
出展契約書取り交わし以後の取り消しについては、キャンセル料金を申し受けるこ
とを条件として、取り消しできるものとします。

期間 キャンセル料金

契約後

１ヶ月前

出展料の 5 0 %

出展料の 1 0 0 %

2 社以上の共同での出展は、原則として禁止します。

主催者は、地震、火災などの天変地異、感染症・疫病の大流行など、
その他やむを得ない不可抗力により、展示会開催を延期または中止することが
あります。主催者はいずれの場合も出展料金の返金はいたしません。また、主
催者は出展者に対して、損害賠償等についての責は一切負わないものとします。
ただし、政府によるイベント自粛要請に伴う開催中止の場合は、出展料の 30％
を差し引いた額を返金いたします。
ご負担いただく 30％分につきましては、次回の出展料の前受金としてお預かり
し、ご出展いただく際に差し引かせていただきます。

・政府や関係省庁、東京都の要請及び緊急事態宣言の発令等が出ており、予定していた日程で展示会の開催が
困難であると判断した場合、開催 6週間前（8月 3 1 日（木））までに延期または中止の判断をいたします。
・延期対応をしても状況の収束が長期にわたって見込めないと判断した場合は、速やかに中止の判断をいたします。

　開催延期・中止の判断について
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オプション料金・什器レンタルお申し込み / お支払い
オプションプラン・什器レンタルのお申し込みについては、別途担当業者へのお申し込みとなります。
後日公開の出展者マニュアルにてご確認ください。

物販売上金の支払い：12 月 15 日
(10月31日までにご請求書をいただいた場合)
※請求書のご到着日によってタイミングが変動する場合がございます。
予めご了承ください。※締め月の翌々月お支払い

会期終了後

10 月 11 日（水）14:00よりご入館いただけます。
※時間が変更になる場合がございます。その際は事前にアナウンスさせていただきます。

出展者搬入

ブース位置は運営側にて調整、決定いたします。
ブース位置決定 / 図面配置 / 出展者説明会：9月中旬

5ヶ月前

出展料の 3 0 %



会場内物販について

ご出展される方は、
ブランドプロモーションやマーケティングとしてぜひご参加をお勧めいたします。
物販参加率   80%
最高売上額   115万円/1日（1ブースあたり平均80,000円）

物販方法

お支払スケジュール

会期終了後、販売手数料を差し引いた売上総額をお支払いいたします。
（月末締めの翌々月15日お支払い）

各ブースでの会計でなく、集中レジでの会計となります。
会計方法はキャッシュレスがメインとなります。
（各種キャッシュレス決済をお選び いただけます。現金の取り扱いもございます。）
※販売フローの詳細は「出展マニュアル」及び説明会でご確認いただけます。
※上記方法については変更の可能性があります。

物販手数料 30%

❶口座情報の提出

❷売上金のご連絡
roomsより売上をご報告いたします。

❸請求書送付
roomsまで請求書のご送付をお願いいたします。

❹お支払い
roomsよりご指定の口座にお振込いたします。

随時

~10月22日

12月中旬
※日程変更の可能性ございます。
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10月末

物販参加者へご案内させていただきます。
ご提出のない場合、お振込できかねますので
ご注意ください。

最短でのお支払い処理の例



感染症対策について

会場の感染症対策と出展者様が感染した場合の対応については下記の通りとなります。

入場制限：
会場内の滞在上限人数を「1,200名（出展スタッフ数込み）」とし、入退場受付にて随時人数確認を行います。
規定数を超える場合には入場を制限いたします。

原則として、契約後～1 ヶ月前の出展キャンセルにはキャンセル料金をいただいておりますので感染症も例外はございません。
そのため、下記対応にてご検討をお願いいたします。

①出展ブースに代役スタッフを配置：
出展者様側でブースに代わりに立っていただく方をご手配いただきますと、キャンセル料は発生いたしません。
万が一、ご手配が難しいようであれば一度運営事務局にご相談ください。

②出展ブースのみ設置（スタッフ配置なし）：
無人のブースとして 3 日間ブースを会場内に設置いたします。
※最終日の撤収には出展者様側で撤収スタッフをご用意くださいませ。

③出展キャンセル
出展予定だったブースは空の状態になります。
キャンセル料金は出展料金の 100％をご負担いただきます。

会場内感染症対策

出展者様が感染 / 濃厚接触となった場合

感染症拡大防止のため様々な取り組み
①出展者・来場者・スタッフのマスク着用および手指消毒の徹底
②非接触の入場システムの導入・入場前の検温の実施
③会場内の常時換気・消毒液の設置
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私たちはクリエイションが人を豊かにすると信じています。

ROOMS PARK でお会いしましょう。


