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■開催概要
１．ＳＩＩＱ半導体フェスタ （九州放送機器展2011合同展示会）

■会期 2011年 7月6日（水）午前10時～午後6時
7月7日（木）午前10時～午後5時

■会場 福岡国際センター

〒812-0021 福岡市博多区築港本町2-2
■入場 無料
■主催 九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会

２．ＳＩＩＱ・九州放送機器展出展社合同交流会

■開催日時 7月6日（水）19:00～21：00
■会場 グラナダスイート（アクア博多ビル１２階）

福岡市博多 中洲 ク 博多〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8アクア博多12F
■アクセス 地下鉄 中州川端駅（２番出口）から徒歩１分

7/6（水）18：30にSIIQ半導体フェスタ会場前から
バス３台で会場まで無料送迎

■交流会費用 ６０００円／人

３．ＳＩＩＱ通常総会・役員会

■開催日時
（役員会 7月7日（木） 12：00～13：15 ２階ライトハウス）

通常総会 7月7日（木） 13：30～15：00
特別講演 7月7日（木） 15：10～15：50

■会場 ベイサイドプレス博多 ２階 ベイサイドホール
（福岡国際センターから徒歩１０分）
〒812-0021 福岡市博多区築港本町13-6
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福岡国際センタ １Ｆ

■会場施設

福岡国際センター

福岡国際センター１Ｆ
九州放送機器展２０１１会場
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■会場施設
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福岡国際センター 周辺地図

■会場施設
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福岡国際センターへの交通案内（バス）

■会場施設
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１．SIIQ半導体フェスタ会場からの無料送迎バス

福岡国際センター正面バス乗り場から

グラナダスイートまで交流会参加専用バス

１８：１５ バス３台福岡国際センター前に準備

１８：３０ 出発

１８：５０ 交流会場（グラナダスイート）到着予定

２．福岡市営地下鉄空港線 中州川端駅からの地図

番 徒歩 分 会 専 ベ タあ

グラナダスイート（アクア博多ビル１２階）
交通案内

■会場施設

（２番出口より徒歩１分、会場専用入口＆エレベータあり）
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ベイサイドプレス博多交通案内

■会場施設

福岡国際センター
（SIIQ半導体
フェスタ会場）
から徒歩約１０分

総会会場２F
ベイサイドホール

役員会会場２F
ライトハウス
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■会場施設

■来場者事前受付： １階入場口に設置。
・事前登録カードに業種や来場目的等を記入し受付に提出

■来場者受付カウンタ： 事前登録カードと名刺２枚を頂き、
ネームプレートを貸出しします。
（来場者には必ずネームプレートを携帯していただきます）

■主催者事務室：１階エントランス横に主催者事務室を設けます。
・出展社へのインフォメーション
・各種支払い
（追加物の当日支払いの受付。直接業者へ支払い）
・館内放送
・有料コピー（白黒）等

■出展社サービス施設（無料）

事務局施設

■出展社サ ビス施設（無料）
①商談スペース： 会場内数か所設置します。
②出展社控室： 出展社共有スペースの控室を用意します。

控室内は禁煙です。
（喫煙される方は１Ｆの喫煙ルームをご利用
下さい)

③宅配便受付： 主催者事務所近くに設置します。
ヤマト運輸での発送受付（開催２日目 ７月７日のみ）
※ヤマト宅配便での搬出希望社はここへお越しください。
発送伝票を用意しております。
発送料は各社でご負担下さい。

■その他施設
ドリンクカウンタ 随所にドリンクカウンターを隣接します。
（有料）

SIIQ事務局担当者連絡先 ７／５・７／６：090-6297-9907
７／７ ：主催者事務室へ ８



■作業日程工程図

７月５日（火）
（搬入日）

７月６日（水）

７月７日（木） 撤去･搬出

交流会
グラナダ
スイート
（中州）
19:00～21:00

閉館
バス
18:30
発

出展社搬入･セッティング（８：００～２１：００）
※１２：００通電開始（予定）

会期（１日目）１０：００～１８：００

会期（２日目）１０：００～１７：００
開館準備
8:00～10:00

搬入
8:00
～
9:00

開館
準備
9:00

オープン
セレモ
ニー

21:00 22:00 23:00 0:00

有料時間帯
（１６９，０５０円／時間･
利用社数）

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

SIIQ事務局担当者連絡先 ７／５・７／６：090-6297-9907
７／７ ：主催者事務室へ

注意事項
･有料時間帯を希望または機材の調整等により、

やむを得ずの延長となる場合も事前にご連絡下さい。

･延長料金１時間につき¥169.050（延長された出展社様の

負担とさせていただきます。複数の場合は頭割り）
･入場される方は必ず「登録証」を携帯してください。

（施工業者等を含む）

･延長作業終了後は必ず事務局に終了報告を行って下さい。

７／７ ：主催者事務室へ

９



■出展規定

■出展小間料金に含まれるもの（１小間単位）
１．背面パネル 幅2,475mm X 高さ2,500mm

２．側面パネル 幅 900mm X 高さ2,500mm

３．社名板（１枚） 幅 900mm X 高さ 200mm

４．展示用テーブル 幅1,800mmX奥900mmX高700mmX1台

５．展示テーブル用白布 １枚

６．展示テーブル用腰布 １枚

７．椅子 ２脚

８．電源容量 1Kw（単相100V ,60Hz）2口コンセント1個

９．照明 アームスポットライト 2個（社名の両サイド）９．照明 アームスポットライト 2個（社名の両サイド）

１０．出展社登録証 ６枚

※社名板、展示用テーブル、白布、腰布、椅子等使用しない

場合でも小間料金からの値引きはいたしません。

【上記料金に含まれないもの】

・自社小間内の装飾費及び搬入・搬出に関する費用

・電源供給容量超過及びアース工事費用

・インターネット回線、地デジアンテナ等の各工事費及び使用料

・会場設備使用料及び紛失、破損部分の弁償費

・自社出品物の保険料等
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■出展規定

■出展申込み方法

下記URL よりお申込み下さい。

http://www.siiq.jp/form/form.cgi?pass=FIp9XwGOMh 

ご不明な点は下記へ問合せください。

九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会

（愛称SIIQ） 牧野 豊（統括コーディネーター）

住所 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-15-19

KS-T駅東ビル302号

TEL 092-473-6649TEL 092-473-6649

FAX 092-473-6488

E-MAIL info@siiq.jp

■申込締切 ６月 ３日（金）

■出展小間位置決定

ブースを４つのゾーン（Ｐ３参照）に分け、出展申込時

に希望ゾーン１位～４位を記載していただき、先着順で

配置を決定します。決定後、出展社に通知します。

（６月１５日頃）
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■出展規定
■出展小間料･追加有償リース備品料のご請求

出展申込み･追加有償リース備品申込確認後、請求書

を発行させていただきます。

【出展小間料お振込み先】

西日本シティ銀行 渡辺通 支店

普通口座番号 ２２３６８７７

口座名：九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会

キュウシュウハンドウタイ・エレクトロニクスイノベーションキョウギカイ

※振込手数料は出展社様ご負担でお願い申し上げます。

【振込期間】 2011年6月20日（月）～7月5日（火）
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■出展規定
■有償追加物請求について

出展小間料に含まれない追加物について本マニュアル

でご案内しております。

追加物を希望される出展社は下記の方法でお申し込み

下さい。

① 有償リース備品関係（本マニュアルＰ３０～Ｐ３１）

下記URLよりお申込み下さい。

http://www.siiq.jp/form/siiq_form.html

申込み締切り日： 6月17日（金）

SIIQ事務局より請求させていただきます。

※ 申込み締切日以降は業者に直接申込み、請求は業者

（ツカサ創研P 18参照）より直接致しますのでよろしく

お願い申し上げます。

② 小間の特別装飾、電源、インターネット回線等の工事

本マニュアル Ｐ１８～Ｐ２１、Ｐ２９に記載している

内容をご確認いただき、掲載している業者に直接

依頼及び支払いをお願い申し上げます。

※ ご不明な点、ご要望等がありましたら、SIIQ事務局

にご連絡ください。
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■ブース管理規定
■SIIQブース基本仕様

１．背面パネル、側面パネルは事務局で用意します。

２．展示用テーブルや椅子、アームスポット等の追加は可能です。

（別途料金）

３．側面パネルには小間No.と社名を記載したパネルを取り付けます。

４．背面パネルは各板は１小間１枚となります。（追加可能:別途料金）

社名板にロゴを希望される出展社は事務局へロゴデータをお送

りください。

SIIQ事務局 牧野 info@siiq,jp     宛 締切日：6月15日（水）

上記期日までにロゴ送付がない場合、ゴシック体になります。

５．各小間の奥行きは境界ラインを引いて目印にします。

・電圧 100V
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■ブース管理規定
■背面パネルについて

展示全体の調和･美観の向上及び施工に伴う廃棄物の
減少推進のため、システムパネルを使用いたしますので

展示･装飾について下記の事項に注意してください。

１．システムパネルの材質の都合上、ポスター等の貼付時に

布製両面テープか弱粘性セロテープ等を使用してください。

紙製テープは禁止させていただきます。

２．説明パネル等を吊る場合、吊り金具等の準備をお願い

します。吊り金具は有償になります。

（リース備品：P31参照 １セット1,000円）

３．パネル及び柱自体の切断、加工は できません。３．パネル及び柱自体の切断、加工は できません。

４．パネル壁面へのスポットライト等ビス、ネジ等による取付け

はできません。

５．パネル壁面及び柱の材料、強度等により直接出展物･装飾

物等を立てかけたり、支柱等の支えを取ることはできま

せん。

６．システムパネルはリース品ですので加工することはできま
せん。

７．背面パネルの基本色は白ですが、オプションでカラー

にもできます。（別途料金：P18参照）

※背面パネルにモニター等重量物を取り付けたい場合は事務
局にご相談ください。
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■ブース管理規定
■側面パネルについて（W 900mm X H 2,500mm）

１．側面パネルは小間奥行き1800mmに対して900mm設置

します。

２．パネルカラーの基本色は白ですが、オプションでカラーにも
できます。（有：別途料金）

３．側面パネルは隣との共有になりますのでご協力をお願い
申し上げます。
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■ブース管理規定
■展示用テーブル

W1800mm X D900mm X H 700mmが１セット基本料金
に含まれます。

■社名板

※共同出展で１小間を使用の場合、１枚の社名板に複数の
社名を入れるか、または社名板を追加してください。
（１枚 ¥5000円税別）
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■ブース管理規定
■特別装飾

基本小間装飾に関するお問い合わせは下記まで

ご確認ください。

･会社名 （株）ツカサ創研 担当 タル木

･電話 092-736-1211

･FAX 092-736-1133

･メールアドレス tsukasa-fukuoka@orion.ocn.ne.jp

■追加料金

図添付

その他丸テーブルやカタログスタンド、ハイカウンターも

リース備品として用意しております。

本マニュアルＰ３０、Ｐ３１のリース備品をご参照ください。
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■ブース管理規定
■電源設備

出展小間料金に含まれる電源設備は以下のとおりです。

図 添付

※①許容電力は１小間につき１Kw以内です。超過する場合

は追加申請を行ってください。

※②アースが必要な場合は申請してください。

※③アームスポットの位置変更は出展社で行えます。

【追加料金表】

【小間内電源工事】

小間内電源に関するお問い合わせは下記まで

ご確認ください。

･会社名 ライトワークス 担当 園田

･電話 090-9485-1024

･メールアドレス lightworks001@yahoo.co.jp
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■ブース管理規定

■電源設備（続き）

※ 外部の２次工事業者を入れる場合は事前に事務局に

連絡してください。

（登録証、搬入出車両許可証を発行いたします。）

※ 小間内への送電は7月5日（火）午後１２時（正午）を

予定しています。また開催中、主電源は常時通電して

いますので、自社小間の電源は出展社にて管理して

ください。

※ 小間内の送電停止は7月7日（木）午後5時30分と

いたします。

■アンテナ

展示実演等のために地デジ信号を希望する場合は

SIIQ事務局へ6月17日までにお申込み下さい。

１．信号の受け渡し

先端にＦ型コネクタ付同軸ケーブルを小間内の

指定個所に引き込みます。

２．設置工事

設置工事は7月4日（月）中に完了予定です。
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■ブース管理規定

■インターネット回線

小間内でインターネットを使用する場合はＳＩＩＱ事務局

へ6月17日までにお申込み下さい。

小間内指定箇所に引き込みます。

（指定箇所がある場合は必ず図面をお送りください）

図 添付

※ ＨＵＢは用意致しませんので出展社にてご用意下さい。※ ＨＵＢは用意致しませんので出展社にてご用意下さい。

※「光プレミアム」の最大速度１００Ｍｂｐｓです。

但し、回線速度の保証は致しかねます。
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■ブース管理規定

■出展社登録証

本展示会の搬入･会期･搬出期間を通して、入管の際

に出展者等全ての関係者に事務局発行の登録証を

着用いただくことで会場管理を行います。

各出展社は自社スタッフ、作業会社等に事前に登録証

を配布して下さい。

１．登録者の申込み

SIIQ事務局に事前送付が必要な登録証数と使用者

氏名を6月22日（水）までにご連絡下さい。連絡いただ

いた数を送付いたします。

出展社には登録証 ６枚が出展料に含まれており出展社には登録証 ６枚が出展料に含まれており

ますので、事前送付分以外はSIIQ事務局が保管し、

搬入・搬出期間（７月５日、６日、７日）に会場ＳＩＩＱ

事務局にて出展社に配布致します。規定枚数以上

（７枚目～）は有料となります。

（追加料金：１枚につき３００円）

２．登録証の種類 １種類のみ

有効期限：７月５日（火）～７月７日（木）

出展社登録証提示により搬入・会期・搬出期間中に

入館することができます。

２２



■ブース管理規定

■車両許可証

搬入出作業のために館内に出入りする全ての車両は

「車両許可証」が必要になります。許可証のない車両は

入場できませんのでご注意下さい。

１．車両許可証が必要な車両

･搬入出時の出展社自社車両（営業車等）

･搬入出時のチャーター便（大型トラック）

･内装、電気工事等の外部業者車両

２．車両許可証の申込み

日程毎にSIIQ事務局にお申込み下さい。日程毎にSIIQ事務局にお申込み下さい。

確認して車両許可証を送付いたします。

7月6日（水）は混雑防止のため最大1台／社です。

３．車両許可証の掲示

搬入日または搬出日の入場の際は必ず車両許可証

を見えるように掲示して下さい。また、駐車中はダッシュ

ボード上に掲示して車両許可証が外から見えるようにして

下さい。
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■ブース管理規定

■搬入

１．車両

搬入時間、搬入口に関しては、後日事務局で振り分けし

連絡いたします。

２．宅配便

宅配便の場合は７月５日（火）午前８時以降の必着で

お願い申し上げます。

【送り先住所】

2-2〒812-0021 福岡市博多区築港本町2-2
福岡国際センター「SIIQ半導体フェスタ」

ブースNo ○ー○○ △△△社 行き

TEL 092-272-1111 FAX 092-272-1074

※上記のようのブースNoと会社名をご記入下さい。

ブースNoは会場レイアウトが決まり次第（６月15日頃）

お知らせいたします。

※宅配便の承認印は事務局では押しませんのでご了承

下さい。

【注意事項】

機材カラ箱や梱包材は指定されたストック場所に置いて

下さい。 ２４



■ブース管理規定
■搬出

１．車両

搬出の順番については基本的に下記の順番の予定

です。搬出出口に関しては事務局の指示に従って下さい。
（後日連絡します）

１．ワゴン車、バン、乗用車（比較的少量の車両から）

２．大型トラック、大型チャーター便等

３．事務局手配混載便／ヤマト運輸 ※①

２．宅配便

展示会事務局ではヤマト運輸、ヤマトＢｏｘチャーター

便を手配します。期間中ヤマト運輸のカウンターを設け便を手配します。期間中ヤマト運輸のカウンターを設け

ます。発送伝票等をご用意していますのでご利用ください。

他社の宅配便でも構いませんが、事務局は一切関与い

たしませんので、出展社でご対応下さい。

･ 展示会で出たゴミについては後日事務局より分別･

ゴミ出し場所等処理方法を連絡しますので、その指示

に従ってお願い申し上げます。

【重要注意事項】

会場敷地内の車両の出入りは深夜２２時～早朝８時まで

は宅配便を含め禁止です。夜間の車両の留置きを希望

される場合はSIIQ事務局までご連絡下さい。

留置き許可証をお渡しします。
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■注意事項

■高さ制限

事務局が設置する基礎パネルの高さは２．５ｍとします

が、それを超える高さを希望される出展社は事務局へ

お申し出下さい。

ブース位置によってはご希望にそえない場合があります。

■小間規格からのはみ出し違反について

出展物、装飾物、梱包材等が小間規格からはみ出し

ますと通行の妨げになり、また事故の原因になる場合が

ありますので必ず自社小間内に収めて下さい。

出展製品および装飾物が小間規格内に収容できる出展製品および装飾物が小間規格内に収容できる

小間数をお申込みください。

■小間の装飾規定及び注意

１．２階建の構造または天井からの吊り構造は禁止します。

２．小間内の装飾のために外部業者を入れる場合は事前に

SIIQ事務局に連絡して下さい。（登録証、車両許可証を

発行します）

３．プレゼンテーションを行う場合、小間内に集客して下さい。

４．機材や装飾物の残材はお持ちかえり下さい。

５．原則として小間内装飾、大型機材の搬入は７月５日

午前8時～午後8時までに行ってください。 ２６



■注意事項

■禁止･迷惑行為

次の行為は禁止･迷惑行為に該当します。

事務局が禁止･迷惑行為を確認した場合、該当する行為

の中止または改善を求めます。

１．迷惑行為の禁止

･ スピーカー等による音出しを必要とする場合は、他の

出展社に迷惑がかからないように特に留意して下さい。

･ 他社に対する照明の影響、一般通路での渋滞等に

ついては出展社に迷惑がかからないように留意して

下さい。

･ 自社小間を除く通路、会場出入口でのパンフレットの･ 自社小間を除く通路、会場出入口でのパンフレットの

配布及びアンケート等の行為はできません。

２．販売を目的とした再販品等の中古製品の展示
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■注意事項

■出展物の管理保全

１． 事務局では会期中における出展物の管理･保全に

ついては、警備員を配置するなど事故防止に努めますが

天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力による事故が

生じた場合は、事務局はその責任を負いません。

２． 出展社は出展物に保険を付すなどの処置をとるよう

配慮して下さい。

３． 会場内での不審者及び不審物を発見した場合は速やか

に事務局までご連絡下さい。

４．個人の私物は１階のコインロッカーをご利用下さい。

■不可抗力による開催中止･短縮

１． 地震、火災などの天災、あるいは不可抗力により、

展示会開催が不可能になった場合、主催者･事務局は

一切責任を負わないものとします。

２． 開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった

場合、主催者･事務局は弁済すべき必要経費を差し引い

た出展小間料の残額を出展社に返却します。

３． 開催中に発生した不可抗力により、開催期日･時間が

短縮した場合については出展小間料は返却いたしません。

４． 不可抗力による開催中止及び開催期日･時間が短縮等

に出展社が要した費用等は補償いたしません。 ２８



■追加料金一覧
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■リース備品
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■リース備品
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■プレゼンテーション規定

■ＳＩＩＱ半導体フェスタ出展社プレゼンテーション

①プレゼンテーション会場：ＳＩＩＱ半導体フェスタ会場２階

の講演会場（１５０席）

②プレゼンテーション時間： 7月6日（水）11:00～12:00

13:00～14:00

15:00～16:00

③講演会場使用料：ＳＩＩＱ半導体フェスタ出展社は無料

④プレゼンテーション付帯設備：演台、プロジェクター、スクリーン

ＰＣはプレゼンターがご準備下さい。

講演会場の電源容量は２０Ａですので機材等を持ち

込まれる場合はご注意下さい。込まれる場合はご注意下さい。

インターネット回線はありません。

⑤プレゼンテーション申込みは小間出展申込み時に同時に

お申込み下さい。

⑥最終プレゼンテーションスケジュールは６月２０日頃

ＳＩＩＱ事務局よりプレゼンテーション申込社に連絡いた

します。

SIIQ事務局担当者連絡先 ７／５・７／６：090-6297-9907
７／７ ：主催者事務室へ
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