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第４回アジア・太平洋水サミット（4th APWS） 

公式サイドイベント（現地展示会）募集ガイドライン 

2021年 12月 6日 

 

第 4回アジア・太平洋水サミット（4th APWS）事務局（日本水フォーラム・熊本市）は、4th APWS会

期中に熊本城ホールで実施する展示会に出展する意欲のある企業団体を、次の要領で募集します。 

新型コロナウイルス感染症の状況により海外参加者が会場参加できなくなること、さらに国内参加者の

会場参加数が減少する可能性がありますが、この場合でもオンラインを活用しながらサミットを開催します

ので、現地展示会についても実施する予定です。 

 

申込用紙の提出先： 4th APWS熊本市運営事務局 

（2020summit@city.kumamoto.lg.jp） 

締切： 2022年 2月 14日（月曜日）正午（日本時間） 

 

1 募集の目的 

APWSは、アジア太平洋地域における首脳級が一堂に会し、水問題への取組みを国家の発展のための重

要な政策の一つであると認識し、各国首脳による具体的な資源動員や行動を促すことにより、水課題を解

決しようとする国際会議です。4th APWSの開催に合わせて、水などに関する技術、製品、取組などを紹介

する展示会を併設することにしましたので、意欲のある企業や市民団体等の出展者を募集します。 

 

2 募集要項 

（1）開催日 

2022年 4月 23日（土）午後と 4月 24日（日）午前・午後（会期 2日間） 

※出展者による展示の設営・準備は前日 4月 22日（金）午後・4月 23日（土）午前、撤去は４月 24

日（日）の展示会終了時間後を予定しています。 

 

（2）会場 

（熊本城ホール見取図 ） 

熊本城ホール １F「展示ホール B」 

  所在地：熊本県熊本市中央区桜町３−４０ 

 

（3）応募要件 

• 第 4回アジア・太平洋水サミットの趣旨をご理解いただける活動団体及び水や自然環境に関する

機器・システム・サービスなどを製造又は取り扱う企業、国際機関、大学、自治体、市民団体等であ

ること。 

mailto:sponsor-4apws-japan@c-linkage.co.jp
https://www.kumamoto-jo-hall.jp/facility/exhibition.html
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• 展示の内容が、水や自然環境に関するものであること。 

• 展示の内容が、原則として、外部に公開され、誰でも参加できるものであること。 

• 展示の内容が、特定の主義・主張、政治活動や宗教を目的とせず、公序良俗に反しないものである

こと。 

• 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的

勢力でないこと。またはこれらの反社会勢力を利用していないこと。 

 

   ※要件を満たさない場合は、出展をお断りします。 

 

（4）小間数 

予定小間数 ・・・・   30小間 

 

（5）小間サイズと出展料金 

基礎小間 ・・・・  パネル付きの設置区画。設備については次ページをご覧ください。 

スペース小間 ・・・・ パネルなしの設置区画。電源のみのご用意となります。 

  ※給排水設備についてはご利用いただけます。（数に限りがあります） 

 

基礎小間（間口 2,970mm× 奥行 2,970mm× 高さ 3,000 mm）：50万円（税込） 

スペース小間（間口 3,000mm× 奥行 3,000mm× 高さ 3,000mm）：40万円（税込） 

 

※ただし、4th APWS協賛者及び日本水フォーラム正会員企業・団体には、次の優遇出展料金を適用しま

す。 

基礎小間（間口 2,970mm× 奥行 2,970mm× 高さ 3,000 mm）：40万円（税込） 

スペース小間（間口 3,000mm× 奥行 3,000mm× 高さ 3,000mm）：30万円（税込） 
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基本設備 <出展料金に含まれるもの> 

 基礎小間 

  システムパネル（3面：バック/サイド）：W2,970mm ×H3,000mm  

  社名板：W900mm×H200mm（背景無地、黒文字、統一書式） 

  展示用テーブル（白布付き）：1台（W1,800mm×D900mm×H700mm） 

  イス：2脚 

  2口コンセント（合計 500w まで）：1個 

 

スペース小間   

※バックパネル、サイドパネル、社名板、展示用テーブル、イスは含まれません。 

  2口コンセント（合計 500w まで）：1個 
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※社名板に貴社、貴団体等ロゴの掲載を希望される場合は別料金となります。 

 ※基本設備以外の必要な備品等については、出展者ご自身でご用意いただくか、こちらでリース備品とし

て貸出をすることも可能です。（ただし別料金となります。）なお、リース備品のお申込みに関しては、出展

決定後にご案内いたします。 

※給排水設備が必要な方は、申込書内「設備」の欄にその旨を記載してください。 

（※設置可能エリアに制限があります。） 

 ※追加の電源工事、展示実施日期間中の清掃費、ごみ処理費用は別料金となります。 

 ※ブース専属の通訳者（英語等）の配置はございません。必要に応じて出展者でご用意ください。 

 

3 出展に関する留意事項 

・共同出展をご希望の場合は、連名にてお申込みください。 

・小間内装飾については、前ページの(4)に記載のある小間スペースを超える装飾はご遠慮ください。また、

床面耐荷重は 2t/㎡となります。 

・会場内は飲食不可であり、実演調理はできません。ただし、試食・試飲については、4th APWS事務局に

お問い合わせください。 

・本展示会での展示品等の販売は禁止となります。 

・展示会場への展示品の輸送及び通関は各出展者で行っていただきます。 

・展示ホール全体で、フリーWi-Fiの利用が可能です。 
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4 展示会に関する主なスケジュール（予定） 

 

年 時 期 内 容 

2021年 12月 6日（月曜日）～ 展示会募集開始 

2022年 2月 14日（月曜日）正午 展示会募集締切 
 

２月末まで 展示会出展者決定（ロゴ送付、小間割り決定） 

備品ほか申込受付 
 

請求書発行から 1 ヶ月以内 展示会出展者による出展料の支払 
 

3月 20日頃 当日案内送付（搬入出時間含む） 

展示会出展者マニュアル送付（当日の管理運営等） 

※必要に応じて説明会を開催予定 
 

4月 22日（金曜日）午後 

4月 23日（土曜日）午前 

搬入 

 
4月 23日（土曜日） 展示会（1日目：午後）開催 

 
4月 24日（日曜日） 展示会（2日目：午前・午後）開催 

 
4月 24日（日曜日） 搬出（夕方） 

 
5月 31日（火曜日）まで 展示会出展者による概要報告書の提出 

 

5 応募方法 

提出が必要な資料等については、以下のとおりです。 

・出展申込書  （本ガイドライン P.9～１０） 

・出展内容が記載された企画書（ブース内での配置イメージを含む） 

※ 企画書については、次の①、②の要素を盛り込んで、自由に作成してください。 

① 展示の内容、および貴社、貴団体の製造品、取扱う製品、サービスまたは活動の目的等が、水や自然

環境に関するものであるということ。 

② 出展ブースが閉鎖的でないということ。（特定の団体の会員登録がある者しか利用できない、ブース

が締め切られており外から全く見えない等でないこと。） 

 

・必要事項を記載した出展申込書に、企画書を別添の上、メールまたは FAXにて下記の申込書送付先（第

４回アジア・太平洋水サミット 熊本市運営委員会事務局）（以下事務局という。）にお送りください。 

・出展者決定後、請求書をお送りいたします。出展者は請求書受領後、請求書発行日より 1 ヵ月以内に請

求金額を請求書記載の口座へお振込みください。 

・期日までに御入金がない場合は、出展を取り消させていただく場合もございますので、ご注意ください。 

 

【申込書送付先】 

第４回アジア・太平洋水サミット 熊本市運営委員会事務局 

 （熊本市環境局環境推進部水保全課アジア・太平洋水サミット推進室内） 

〒860-8601 熊本市中央区手取本町 1番 1号 
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TEL：096-328-2437 / FAX：096-359-9945 

E-mail： 2020summit@city.kumamoto.lg.jp 

 

6 応募締切 

2022年 2月 14日（月）正午（日本時間）（必着） 

※先着順に受付いたします。予定小間数に達した場合は、期限前でも申込みを締め切ることもあります

ので、お早めにお申込みください。締切前に予定小間数に達した場合は、下記 HPにて広報いたしま

す。（https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=38697） 

※開催準備の都合上先着順にブースを決定してまいりますが、事前に準備を進めている団体等あれば

事務局までご相談ください。 

 

7 小間の割当て 

（１）小間の割当て等は出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し、申込締切後に主催

者が決定し､各出展者へ通知いたします。出展者はこの割当てに対する異議申立てはできませんので

予めご了承ください。 

（２）出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことはできません。 

（３）2月末までに小間割り、装飾、管理などについて詳細をご連絡いたします。また、展示物等の搬入出時

間については、開催 1か月前を目途に別途ご案内いたします。 

 

8 出展の取消 

出展者が次のいずれかに該当する場合、4th APWS事務局は出展を取消します。この場合、出展料の

返還はいたしません。 

（１）割り当てられた小間の全部又は一部を、第三者に譲渡又は貸与した場合 

（２）期日までに出展物の搬入・展示が行われなかった場合 

（３）出展申込書の内容に虚偽の記載や出展資格の違反等が明らかになった場合 

（４）出展者が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2

条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会

的勢力であると判明したとき、または、これらの反社会勢力を利用していることが判明した場合 

（５）請求書発行から 1 ヶ月以内に、出展料の支払がなかった場合 

（６）新型コロナウイルス感染対策ガイドラインおよび 4th APWS事務局の感染対策指導に従わない場合 

（７）その他、本ガイドラインの規定に反する行為があった場合 

 

9 新型コロナウイルス等感染症対策について 

 開催当日は、徹底した新型コロナウイルス等感染症対策を行います。出展者の方には、後日、「新型コロナ

ウイルス等感染症対策ガイドライン」を配布予定です。 

 また、当日は感染対策として、以下の備品を会場に設置、または出展者に配布する予定です。  

https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=38697
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・ 展示会場出入口付近の来場者用消毒液（主催者側で設置） 

・ アクリルパネル 2枚（出展ブース机設置用） 

・ アルコール入りウェットティッシュ 1個（10枚入り） 

検温については、熊本城ホール入館時に実施する予定です。その他、感染対策で必要なものは出展者で

ご準備ください。 

 

１０ オンライン展示のご案内について 

現地展示会以外に、オンラインでの展示会も併せて開催する予定です。出展料金等が、現地展示会と異

なりますのでご注意ください。詳細は後日、第 4回アジア・太平洋水サミット公式ホームページ等で公開す

る予定です。 

＜出展料金は以下を予定＞ 

・出展者（協賛者または日本水フォーラム正会員企業・団体）：無料 

・出展者（一般）：30万円（税込） 

 

１１ その他の注意事項 

（1） 申込書提出後の取消しは、原則として受けかねます。ただし、やむを得ない理由で出展の取消しを希望

される場合は、文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。 

また、出展取消しが出展者の自己都合による場合は、キャンセル料を申し受けます。新型コロナウイル

ス感染症の拡大により海外参加者が見込めなくなったこと、移動制限により国内参加者の会場参加

数が減少することを理由とする場合は、自己都合とはしません。 

 2022年 3月 14日（月曜日）まで 出展料の 50％ 

 2022年 3月 15日（火曜日）以降 出展料の全額 

（2）天災その他の不可抗力（新型コロナウイルス感染症を含む）により 4th APWSの開催が中止又は延

期された場合や、海外参加者の会場参加が見込めなくなった場合、または移動制限により国内参加

者の会場参加数が減少する場合は、4th APWS事務局は、この変更により生じた損害については責

任を負いません。中止又は延期の場合、前記により出展者が出展取消しする場合は、出展料は返金い

たしますが、それまでに要した主催者側の費用の一部（出展料の範囲内）を、出展者に分担していた

だく場合があります。なお、出展者側でそれまでに要した費用は、出展者のご負担となりますのでご了

承ください。 

（3）各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等について主催者は補償を含めた

一切の責任をおいかねますので、ご了承ください。 

（４）出展者の行為により、事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとし、主催者

はこれに対して一切の責任を負いません。また、出展者の故意または過失により、建物、器物等に損害

を与えた場合、事故関係出展企業はその旨すみやかに事務局に報告してください。生じた事故の処理

と責任は事故関係出展企業に負っていただきます。 

（５）出展者は、出展物が不測の事故による損害を受けることのないよう、必要に応じて保険をかけてくださ

い。 
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（６）海外の本社もしくは提携先の製品又は物品の展示をご検討される場合、ATAカルネの申請手続き及

び費用はカルネの発給機関により異なりますので、必ず各国の発給機関である商工会議所等にお問

い合わせください。また、実際の手続きなども各国の発給機関のみで受付となりますのでご注意くださ

い。 

（７）出展者が本体会議、分科会、シンポジウムに参加を希望される場合は、別途お申し込みが必要となり

ます。 

（８）展示会終了後は、5月 31日（火曜日）までに、簡単な出展概要報告書（展示の状況写真を含む）

（英語または日本語）を事務局宛に電子メールにて提出してください。 

（９）その他、4th APWS事務局の意見を尊重し、協議に応じること。 

 

１２ 新型コロナウイルス感染拡大によるサミット開催の影響について 

   昨今の状況から、慎重にサミット開催方法を検討していますが、新型コロナウイルス感染症の状況によ

り海外参加者が会場参加できなくなること、さらに移動制限により国内参加者の会場参加数が減少する可

能性がありますが、この場合でもオンラインを併用したハイブリット会議として実施する予定です。 

以上の場合、出展者には改めてお知らせいたします。これらに関するご質問については、事務局（TEL： 

096-328-2437）までお問合せください。 

 

1３ お問い合わせ先 

 ご不明な点がございましたら、下記宛にメールまたは電話でお問い合わせください。 

  第４回アジア・太平洋水サミット熊本市運営委員会事務局 

  （熊本市環境局環境推進部水保全課アジア・太平洋水サミット推進室内） 

  〒860-8601 熊本市中央区手取本町 1番 1号 

  TEL： 096-328-2437 / FAX：096-359-9945 

  E-mail： 2020summit@city.kumamoto.lg.jp 
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下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局までメールにてお送りください。 

（申込締切：2022年 2月 14日（月）正午） 

 

 

 

 

申込書提出日：      年     月     日（   ） 

展示テーマ・名称 
 

展示の内容 
 

※この他、展示会の企画書を別途添付してください。 

小間数 

基礎小間：        小間  合計金額         円 

スペース小間：      小間 合計金額         円 

実演について（〇

をつけてください） 

実演の有無（ 無 / 有 ) → 有の場合は、実演内容を記載して下さい。 

※実演内容：_________________________________________________ 

設備（〇をつけてく

ださい） 

給排水設備が      必 要      ・       不 要 

※数に限りがございます。ご要望に沿えないことがありますのでご了承ください。 

貴社名または貴団

体名（日本語） 

   

※こちらの表記をプログラム抄録集・HP等に掲載させていただきます。 

貴社名または貴団

体名（英語） 

   

※こちらの表記をプログラム抄録集・HP等に掲載させていただきます。 

ご住所 〒  

ご担当者   
ご担当者 

の役職名 
 

ご担当者の所属部

署名 
   

連絡先 TEL  FAX  

E メールアドレス   

↓2枚目へ続きます。 

 

 第４回アジア・太平洋水サミット 熊本市運営委員会事務局 

〒860-8601 熊本市中央区手取本町 1番 1号 

TEL：096-328-2437 / FAX：096-359-9945 / E-mail：2020summit@city.kumamoto.lg.jp  

出展申込書 1/2

枚目 
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応募要件（該当する項目全てのチェックボックス□にチェックマーク✓を付けてください） 

☐ 第 4回アジア・太平洋水サミットの趣旨をご理解いただける活動団体及び水や自然環境に関

する機器・システム・サービスなどを製造又は取り扱う企業、国際機関、大学、自治体、市民団体

等であること。 

☐ 展示の内容が、水や自然環境に関するものであること。 

☐ 展示の内容が、原則として、外部に公開され、誰でも参加できるものであること。 

☐ 展示の内容が、特定の主義・主張、政治活動や宗教を目的とせず、公序良俗に反しないもので

あること。 

☐ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2

条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他

反社会的勢力でないこと。またはこれらの反社会勢力を利用していないこと。 

 

令和  年     月     日 

貴社名または貴団体名  

代表者名  

 

※ただし、この申込書を提出した時点で、「第 4 回アジア・太平洋水サミット（４ｔｈ APWS）公式サイドイベ

ント（現地展示会）募集ガイドライン」に同意したものとみなします。 
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