
出展要項

第97回山形農業まつり農機ショー

会期　2022年9月1日(木)～3日（土）
会場　国際交流プラザ山形ビックウィング
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２２年６月吉日
出　展　社　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第９７回　山形農業まつり農機ショー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　問　山　形　県　知　事　吉 村　美栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名誉会長　山　形　市　長  　　 佐 藤　孝 弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　山形県農機協会会長　山 本　惣 一
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　第９７回　山形農業まつり農機ショー
　　　　　　　　　　　　　　展示会出展招請について

拝啓　時下はますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、２年続けてコロナ禍の影響で中止を余儀なくされました第９７回山形農業まつり

農機ショーですが、3年ぶりに山形国際交流プラザ「ビッグウィング」に於いて開催する運

びとなりました。みなさまもご承知のとおり本展示会は大正１０年に第１回を催してから

９７回となり名実ともに歴史ある展示会として評価されております。

これも出展社並び関係各位のご尽力の賜と深く感謝申し上げる次第であります。

　近年は農業の後継者不足から担い手への大型化が進み、また農業機械は最先端技術

を活用し大きな変革のときを迎えようとしております。山形県の農業活性化のためにもコ

ロナ禍に敗けず、さらに内容を充実させ永続性のあるイベントとして取り組んでまいる所

存でございます。

　本年度は９月１日（木）～９月３日（土）の３日間の開催といたしました。農林水産業は、

食糧、生活資源の供給のみならず、ひと（生物）が生存していくための生活環境の源を提供

する貴重な産業であります。したがってこれからの農業は安心・快適・生命維持産業でなけ

ればならないと考えるものであります。

　貴社のご支援を賜り、会場に錦上花を添えていただきたくお願い申し上げます。

尚、コロナ感染症の影響を勘案し７月３０日に開催の最終決定をいたしますこと申し添え

させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具



■第 １ 章　総　　　　則

第１条　この実演展示会は、「山形農業まつり農機ショー」とする

第２条　本会は農業の高度化、近代化に対応し、国内外の優秀農業機械を一堂に網羅して

　　　　実演展示を行い、広く農業機械の知識と取扱い技術の向上を図ると共に農業機械

　　　　の適正効率利用の促進と、省力化による生産性の向上に寄与し、併せて農作業安

　　　　全指導とその啓蒙を行うことを目的とする

第３条　会期及び会場は、別紙要領のとおりとする

第４条　本会は山形県農機協会が主催し、山形県・山形市　が後援する

第５条　本会の事務局は　〒990-0051　山形市銅町１丁目２の７ 山形県農機協会内に

　　　　設置する

■第　２　章　出　　　品

第６条  出品は山形県内に販売並びにサービス体制が確立されている農業機械製造・販売業

　　　　者より募集し、農業生産に要する農業用機械器具並びに関連商品資材及び部品とする

　　　　ただし、特に山形県農機協会の認めたものは、前項以外のものでも出品できる

第７条　出展社は、農業機械製造業者及び販売業者にして山形県農機協会会員の資格を有す

　　　　るもの及び山形県農機協会の認めたものとする

第８条　出展希望社は、別紙出展申込書に所定の小間使用料並びに参加料を添えて、山形県農

　　　　機協会に申し込むこととする

第９条　出展申込の締め切りは別紙申込書記載のとおりとする

　　　　　 ただし、締め切り前でも予定小間数に達した場合は、締め切ることがある

第１０条　輸送搬入は、別紙要領のとおりとする

第１１条　出品物の荷造り・保管・陳列・搬入・装飾に要する費用はすべて出展社負担とする

開　催　要　綱
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第１２条　会場内に広告塔またはアドバルーンを設置する場合は、事前に本会の許可を得る

　　　　　こと

第１３条　出品小間の割当位置は、原則申込順と前回までの小間割を考慮の上、実行委員会

　　　　　と事務局が協議の上決定し、出展社はこのことについて異議申立てはできない

第１４条　本会の運営に支障を来すと認められる展示・実演は、変更または中止させることが

　　　　　ある

第１５条　出品物については、本会において極力警戒するが、天変地異や盗難、その他不可抗力

　　　　　により損害が発生しても責任は負わないものとする

第１６条　出品物の搬出は、別紙要領のとおり速やかに行うこと

第１７条　会場内において特殊な施設または実演により、土地または水道・電気を使用する場合

　　　　　使用料は出展社負担とし、必ず本会の承認を得ること

■第　３　章　経　　　費

第１８条　本会の経費は、小間使用料・参加料・寄付金及びその他の収入を充当する

第１９条　出品物の出品に要する費用は、すべて出展社の負担とする

第２０条　出品小間使用料は、別紙要領のとおりとする

　

■第　４　章　雑　　　則

第２１条　本会の許可なくして会場敷地内における売店・飲食店・観覧場その他これに類する

　　　　　施設は設置できない

第２２条　会期中の事務局は、実演展示場内に設置する

第２３条　会場使用につての注意事項は別紙を遵守すること
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開　催　概　要
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■名　称　：　第９７回山形農業まつり農機ショー

■会　場　：　山形ビッグウィング
　　　    　 　〒 990-0079　山形市平久保100番地
　　　　　　　TEL：023-635-3100　FAX023-635-3030

■指定業者　：　第97回山形農業まつり農機ショー展示・指定業者
　
　　　　　　　　株式会社　創美社
　
　　　　　　　　〒990-2212　山形市上柳17-1
　　　　　　　　ＴＥＬ／023（687）2121　ＦＡＸ／023（687）2245
　　　　　　　　E-mail : sobisya@marble.ocn.ne.jp 

　　　　　　　　担当：斎藤・丹羽（にわ）

■主　催 　 ： 　山形県農機協会
　　　　　　　〒990-0051　山形市銅町１－２－７

■会　期　：　２０２２年９月１日(木)～９月３日(土)

□搬　入　：　８月30日　(火)　９：００～１７：００
　　　　　　　８月 31日　(水)　９：００～１７：００

□展　示　：　９月１日　(木)　１０：００～１６：００
　　　　　　　９月２日　(金)　１０：００～１６：００
　　　　 　　９月３日　(土)　１０：００～１５：００

□搬　出　：　９月３日　(土)　１５：００～１９：００

■後　援 　 ： 　山形県・山形市



会　場　案　内
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■会場：山形ビッグウィング



装飾規定
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●出品物の返送

※その他の宅配便業者は各社にてご手配頂き、17：00 までに集荷をお願いします。

●出品物の発送

〒 990-0076 山形市平久保100番地

『山形ビッグウィング』
：第97回山形農業まつり農機ショー』宛　
　・配達指定日　

 
　・TEL：お受取り人の携帯番号をご記入下さい。
　・「出展社名」を明記してください。

※事務局及び会場では荷物は一切お預かり出来ません。
　必ずご担当者様が現場で受け取ることが出来る日時をご指定下さい。

8月 3０日 ( 火 ) ・３ 1日（水）  9 ： 0 0 ～ 1 7 : 0 0

■搬入・搬出のスケジュール（屋内・屋外、共通）

□搬入・準備：8月 3０日（火）・８月３１日（水）９：００～１７ : ００
　　　 　　　ただし混雑を避けるため搬入の時間割は、別途ご案内いたします。

□展　示：９月１日（木）１０：００～１６：００
　　 　　９月２日（金）１０：００～１６：００
　　 　　９月３日（土）１０：００～１５：００

□搬出・撤去：９月３日（土）１５：００～１９：００



搬入経路

※下記に表示された指定の搬入口をご利用ください。
※『搬入出車両証』を掲示して、係員の指示に従って搬入出を行って下さい。
※『搬入出車両証』のない車両は荷捌場に駐車できませんのでご注意下さい。
※搬入口付近での荷降ろし終了後、車両は速やかに移動させてください。
※搬入出作業の際、会場内外の施設破損が生じた場合には、修復に要する
    すべての費用は全て出展社の責任となります。
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装飾施工のご注意
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■展示会場内での造作はできる限り最小限にとどめ、会場内では組み立て作業だけで済むよう
な装飾をすることで、スムーズな設営作業ができる様にご協力下さい。
 
■展示用合板・繊維板・カーテン・装飾用布・床敷物等は、必ず防炎性能を有した物を使用し
て下さい。また、防炎物品には個別に防炎表示を、縫付あるいは貼付・下げ札等の方法によ
り見やすい箇所に付けて下さい。

■小間造作及び出品物は地震等により転倒、落下、移動等しないように確実に固定、取り付け
をして下さい。

■会場設備、他の出展社の装飾及び出品物を破損したり、汚したりしたものは理由に関わら
ず当該出展社の費用と責任で修復して頂きます。ガムテープ、両面テープ等床面への直接工
作は禁止させて頂きます。

■ブース内で使用する各種レンタル品をご希望の場合は
　【巻末 P.12】「オプション備品・申込書」を指定業者までお送りください。

■ブレーカー、コンセントの詳細な位置の指定がある場合には別紙図面等を提出してください。
　基礎小間で特に指定がない場合はブース後方中央にコンセントを設置します。

■水、プロパンガス、カセットコンロ、はだか火の使用は原則的に禁止します。

■消火器、屋内消火栓、自動火災報知装置、非常ベル、誘導灯等を装飾物等により隠蔽しないで下さい。
　また、その付近には使用の際に障害となる陳列、工作物、その他の物を置かないで下さい。

■自社小間内以外での展示はご遠慮下さい。

■施工作業・展示にて発生したゴミは必ずお持ち帰り下さい。

■ストックスペースはありませんので基本的に空き箱等は自社小間内 ( 展示テーブルの下等 )
に置いて頂く様お願い致します。

■会場内は禁煙です。

■小間の特別装飾については指定業者で承ることが可能です。
　ご要望の場合は指定業者までお問い合わせください。



出展にあたってのお願い事項
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■会場内において他人に迷惑を及ぼす実演、または秩序を乱す如き行為と認められた場合は、実演中止ま
　たは退場を願うことがあります。
　会場において自己宣伝によるスピーカー、またはこれに準ずる宣伝方法は実行委員会の許可を得ないも
　のは一切禁止します。

■会場には釘、針金や金属類及びガラスは一切残さないでください。

■屋外会場の夜警は、8月30日より９月2日の間、１７：００～翌朝８：００まで警備員を配置し監
　視しますが、各自火災・盗難の予防には充分注意してください。

■水道及びトイレは指定された場所を使用してください。

■農機公取協における価格表示規約による指定７機種（トラクタ【耕運機含む】・田植機・スピードスプレ　
　ーヤー・バインダー・コンバイン・乾燥機）及び（トラクタ用作業機運搬整地機械・播種用機械）につい
　ては価格表示をお願いします。その他の機種についても表示をお願いします。表示板は各自で準備くだ
　さい。

■出展社または観覧者が実演機等により負傷が発生した場合は、速やかに関係者と同行し本部に連絡の上、
　救急対策をする。また実演機等により発生した事故に関しては、当事者間において解決してください。

■駐車スペースに限りがありますので、出展社の方はできるだけ乗り合わせの上、指定された場所に整然　　
　と駐車し、展示場には絶対に駐車しないでください。尚、会場内での事故・盗難については一切責任を
　負いません。

■天候、その他の状況により展示会場への乗り入れを禁止する場合があります。

■屋内会場において、トラクタ・コンバイン等の搬入・搬出に際して、タイヤ跡・クローラ跡が床に残らな　
　いように注意して走行してください。
　※旋回時には特にご注意ください。跡がついた場合は現状復帰費用を実費請求させていただきます。

■爆発物・発火物等危険物の持ち込みは禁止します

■盲導犬・介助犬以外の動物の持ち込みを禁止します。

■非常口・通路・消火設備の周りにものを置かないでください。

■指定場所以外での喫煙をしないでください。（館内はすべて禁煙です）

■壁面・天井などへの鋲うち、釘打ち、テープ類の貼付は禁止します。

■施設内への宙に浮く風船の持ち込み及び配布しないでください。

■その他管理上必要な指示に反する行為を禁止します。

■昼食会場の準備はいたしますが、昼食の準備はいたしておりませんので各自ご準備ください。



ゴミの出し方について

会場内で発生したごみは、できるだけ持ち帰りいただけますようお願いいたしますが、 
持ち帰りできない場合は下記の通り分別し、協会本部で準備する「指定ゴミ袋(有料)」

 
 
 分別区分 
    可燃ごみ 

① 生ごみ、紙くず、木くず 
 

    不燃ごみ 
② 缶、空ビン 
（スプレー缶は穴を開けてガスを抜いて別途出して下さい。） 
③ プラスチック、ビニール、化繊、発泡スチロール 
④ ペットボトル（キャップはプラスチック袋に入れて下さい。） 
⑤ 段ボールは折り畳んで持ち込んで下さい。 
（濡れた段ボールは可燃ごみ袋に入れて下さい。） 

 
  ※持ち込みごみ、梱包木材等はお持ち帰り下さい。 

 
 

1） 会場内で捨てるごみは、協会指定のごみ袋購入時にお渡しするシールを必ず貼付し
分別のうえ捨ててください。

 

   
   ・可燃ごみ        （赤色の袋） 
  ・プラスチック類  （透明の袋） 
  ・空き缶、空きビン類（透明の袋） 
  ・ペットボトル    （透明の袋） 

袋代金     １枚   ５０円 ・ 特大   １枚  １００円 
   持ち込みごみ・山形市のごみ排出量削減のため、ごみ袋の有料化にご理解ください。

 
 
 
2） ごみ置場は、屋内会場北側に設置します。（別紙小間割表参照）   
 
3）持込時間は、１５時～１６時としますが、（最終日は１４時～１５時）

 

本部より放送案内があるまでお待ち願います。 
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に入れて指定の場所に決められた時間内でお出し下さい。



基礎小間募集要項

■参　加　料　
　　山形県農機協会会員以外の出展社様からは小間使用料以外に小間数に関係なく一律
　　￥22.000円（税込）
　　申し受けます。

■振込手数料　
　　振込手数料につきましては、各自ご負担くださいますようお願いいたします。

■基礎小間以外の大きさを希望される方、ドローン等の実演を希望される方は
直接お問い合わせください。

　お問い合わせ先　山形県農機協会【０９０-７０７４-１１７４】 

■７月３０日、開催を最終決定後にまん延防止法等が発令された場合でも展示会は
　開催いたしますので、小間代の返金はいたしませんのでご容赦ください。  

■屋内
　１小間／間口450ｃｍｘ奥行360ｃｍ＝￥８８.０００（税込）
　　□冷暖房完備
　　□電源工事（オプション工事）
　　　100ｖ（～1000ｗまで）2口コンセント　＠11.000（税込）
　　　200ｖ（単相　or　3相）形状はご相談　 ＠33.000（税込）
　　□音の出る機械の実演・火気使用・エンジン使用はできません（搬入時は可能）
　　□テーブル・椅子などにつきましては各自でご用意ください。（オプション備品申し受けます）　

■屋外
　１小間／間口600ｃｍｘ奥行500ｃｍ＝￥５５.０００（税込）
　　□テントは各自手配といたしますが、事務局申込の場合は
　　　ｗ540ｃｍｘｄ360ｃｍｘｈ200ｃｍ　１張／16.500（税込）
　　□電気工事は行いません。
　　　各自防音型発電機をご持参ください。（事務局の許可が必要となります）
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申込書【1/2】出展申込書（金額は全て税込） 締切日 7 月 3 ０ 日

テントと発電機を持ち込みされる出展社は、会場準備の都合上、概の発電機の大きさ（容量・サイズ・台数）とテントのサイズと張数をご記載ください。
またテント持ち込みの場合は台風・暴風対策を必ず施してください。

発電機容量　　　　　ＫＷ　　　　：発電機サイズ　縦　　　　×横　　　　×高さ　　　

テントのサイズと張数／縦　　　　×横　　　　×高さ　　　　　　　　　　　　張

■基礎出展申込書

屋　内　小　間　　￥88.000ｘ　　　　　小間＝　　　　　　　　円

屋　外　小　間　　￥55.000ｘ　　　　　小間＝　　　　　　　　円

参加料（山形県農機協会会員以外一律）　￥22.000／　　　　　　　　　　　　　　　　円

口座番号／山形銀行宮町支店　普通 ００３５７２６　
口座名義／山形県農機協会

■お振込先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２２年　　月　　日
貴社の申込を受付完了したしましたので期日までにお振込みいただけますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒９９０－００５１　山形市銅町１－２－７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県農機協会　会長　山本惣一　㊞

■申込請書

step.1

step.2

step.3
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■出展社様詳細

住 所　　〒

電話番号 FAX

メ ー ル

会場責任者　　　　　　　部　　　　　　　　　課 氏　名

携帯番号

搬入出車両証乗用車・ワゴン車／　　枚・　2t 車以上の車両／　　枚（具体的な車種：　　　　　　　　　　　）

出展社名

ご連絡方法 ＦＡＸ　　　・　　　Ｅ-mail ＊どちらかに〇をご記入下さい。

■送信先／第97回山形農業まつり農機ショー指定業者【(株)創美社】ＦＡＸ：023-687-2245Ｅ-mail：sobisya@marble.ocn.ne.jp 

■７月３０日、開催を最終決定後にまん延防止法等が発令された場合でも展示会
　は開催いたしますので、小間代の返金はいたしませんのでご容赦ください。 

＊８月１日以降、当会より申込請書をお送りいたしますので、８月１０日までにお振込みいただけま
　すようお願いいたします。
＊お振込み手数料は各自ご負担くださいませ。
＊お振込用紙をもって、領収書に代えさせていただきますが、領収書が必要な場合はお申し出ください。

■入金をもって正式申込といたしますので、期日までにご入金いただけない場合は
キャンセルとさせていただきます。　　　　 



■下記の通り、オプション備品を申し込みます。下記リストの必要項目の必要数と金額を書き込んでご送付下さい。

締切日 8 月 6 日

■出展社様詳細

住 所　　〒

電話番号 FAX

メ ー ル

会場責任者　　　　　　　部　　　　　　　　　課 氏　名

携帯番号

搬入出車両証乗用車・ワゴン車／　　枚・　2t 車以上の車両／　　枚（具体的な車種：　　　　　　　　　　　）

出展社名

step.1

step.2

＊コンセント工事にて1.5ｋｗご利用の場合は　単価10.000ｘ数量2＝20.000（税別）となります。
＊屋外ブースは電気工事は行いません。各自防音型発電機をご持参ください。（事務局の許可が必要となります）
＊上記リスト以外にご希望の物があれば空欄にご記入下さい。別途御見積致します。
＊レンタル価格は、展示会期間中の価格となります。

卓上カタログスタンド　　　　　　　　　　A4タテ型／ 8～10段

貴名受け

32インチ液晶ディスプレイ　　　　　　　　卓上スタンド付

40インチ液晶ディスプレイ

50インチ液晶ディスプレイ

大型モニター用スタンド　　　　　　　　　32～ 50インチ対応

パンチカーペット（希望色にて）

スポットライト（要電源工事）　　　　　　　レフ球  100w

アルファパネル専用ワイヤーフック　　1.5mワイヤー +フック 1個 200 円

2.500円

2.000円

2.000円

要ご相談

15.000円

1.000円

30.000円

35.000円

5.000円

品　　　名　　　　　　　　　　　　　　　仕　様　　　　　　単価（税別）　　数量　　　金額（税別）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

テーブル（屋内用）　　　　　　　　　　　ｗ1800ｘｄ450ｘｈ700

テーブル（屋外用）　　　　　　　　　　　ｗ1800ｘｄ450ｘｈ700

テント（2間ｘ3間）　　　　　　　　　　　ｗ5400ｘｄ3600ｘｈ2000

パイプイス

白布

100Ｖ/コンセント工事（差し込み2口）　　　　　～1ｋｗまで

200Ｖ/コンセント工事（形状は相談）

1.000円

15.000円

1.000円

10.000円

30.000円

250円

屋外ブース用

屋内ブース用

申込書【2/2】オプション備品・電気工事申込書（消費税別途）

出展お問い合わせ・届出先

協会お問い合わせ先

担当：斎藤
　　　丹羽（にわ）

第97回山形農業まつり農機ショー　展示事務局　【株式会社 創美社】
〒990-2212　山形市上柳17-1
ＴＥＬ：023-687-2121（直通）　ＦＡＸ：023-687-2245
Ｅ-mail：sobisya@marble.ocn.ne.jp 

山形県農機協会　090-7074-1174
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ご連絡方法 ＦＡＸ　　　・　　　Ｅ-mail ＊どちらかに〇をご記入下さい。

■送信先／第97回山形農業まつり農機ショー指定業者【(株)創美社】ＦＡＸ：023-687-2245Ｅ-mail：sobisya@marble.ocn.ne.jp 

yamagata.nouki.show@gmail.com
第97回山形農業まつり農機ショー
公式ＨＰ



コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い事項

■マスクの常時着用をお願い致します。

■手洗い・手指の消毒の徹底をお願いいたします。

■入場時に検温の実施にて入場規制を行います。

■出展社さまの名簿提出をお願い致します。

■対面する場では必要に応じて、各ブースにて飛沫防止の
施工をお願い致します。

■三密の仰止回避をお願い致します。
＜十分に人と人の間隔をあける（最低1ｍ）・会話をするときは
近距離を避ける＞
来場者が各ブースで触れる場所は、消毒の徹底をお願い致します。
尚、各ブースの消毒液は出展社さまにてご準備ください。

■各ブースでの飲食の提供を原則禁止とさせて頂きます。
　但し熱中症対策として各自の飲料水を飲むことは許可致します。

◎出展社さまの感染防止意識向上のため
この用紙は、各ブースで目のつく所へ貼って
　頂きますようお願い致します。
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社名
住所

氏名 住所 TEL 体温
TEL
令和４年　　月　　日分

提出用参加者名簿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

■各日、開催前に事務局までご提出をお願い致します。


