
花の都しずおか大商談会 2019 生産者用出展要領 

１ 開催趣旨 

静岡県産花きの販路を開拓し、消費の拡大につなげるため、県内外の花き市場や販売

店等を対象に、県内の鉢物・花壇苗生産者が一堂に会する展示商談会を開催します。 
    開催テーマ「花せるしずおか ～商品だけじゃないプラスαが見つかる！～」 

２ 催事概要 
(1) 開催日 平成 31 年２月 12 日（火）～13 日（水）  

２月 12 日：設営、搬入(13:00～16:30)､資材・種苗業者による商品説明会(16:30～)、

市場関係者、出展業者との前夜祭（18:00 頃から） 

２月 13 日：開会式（９:45～）、商談会（10:30～15:30）、搬出 

 ※スケジュールの詳細は 14 をご覧下さい。 

(2) 会 場 ふじさんめっせ（富士市産業交流展示場）（富士市柳島 189-8） 

(3) 主 催 ふじのくに花の都しずおか推進協議会・花の都しずおか大商談会実行委員会 

 【ふじのくに花の都しずおか推進協議会構成】 

静岡県花卉園芸組合連合会、静岡県鉢物生産振興会、静岡県花き新品種育成研究会、 

静岡県花き市場連合会、NPO 法人花咲くしずおかフラワーネットワーク会議、 

静岡県花の会連合会、静岡県華道連盟、静岡県 

  【花の都しずおか大商談会実行委員会構成】 

静岡県内の鉢物・花壇苗生産者 

 
３ 出展条件および出展料 
  以下の条件をすべて満たし、主催者が適当と認めた方を対象とします。なお、出展ブ

ースの第三者への転貸はできません。 
出展条件 出展料 

【生産者】 

■テーブル使用あり 

５,０００円／１出展 
・静岡県内の鉢物、花壇苗生産者 

■テーブル使用なし 
・ 本商談会の開催趣旨に沿った出展をする者 

３,０００円／１出展 
（パネルや育成中の商品の展示可） 

【出展料とは別に、食事等費用 

・商談会実施中ブースでの対応を行う者 をお支払いいただきます】 

【団 体】 

１０,０００円／１出展 
例：生産者組織、部会等 

  

４ 出展募集数および基本ブース仕様 
基本ブース仕様（1 ブース間口 1.8ｍ×奥行 2.0m） ブース数上限 

■ テーブル使用あり 

テーブル１（幅 1.8×奥行 0.6ｍ）、ビニールクロス、 １出展５ブースまで 

展示パネル１（幅 1.2ｍ×高 1.8ｍ）、社名表示  

■ テーブル使用なし 展示パネルは 1事業者１枚 

社名表示、（展示パネルが必要な場合は１枚使用可能） 

《注意事項》 

・商談ブースでの生産者展示品の販売は、原則 14 時以降とします。 

・展示内容に応じて養生を実施してください。 
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５ 出展に要する経費 

(1) 共通経費の一部（基本ブース設置費、電気代、水道使用料、会場備品借用代）は、主

催者が負担します。 

(2) 出展者が独自に必要とする費用（ブースの装飾、チラシ等 PR 資材）は出展者の負担と

なります。 

(3) 出展者食事（１人分）及び商談ブース飲料等の費用として１出展 2,000 円を前日（出

展受付時）に現金でお支払いいただきます。出展者の家族等スタッフの方の食事は、

これとは別に 1 人 500 円お支払いいただきます。なお、食事はチケットによる交換制

となります。 
・複数弁当が必要な場合は、出展申込書に記載してください。 

・代金は出展受付時に現金でお支払いいただきます。 

・数量変更は平成 31 年１月 18 日（金）までにご連絡ください。 

(4) 出展者荷物運搬を目的としたチャーター便の運行は、今回から実施いたしません。 

６ 申込期間 平成 30 年 10 月９日（火）～10 月 31 日（水） 

  
７ 申込方法 

商談会専用ホームページからお申し込みください。なお、ホームページから入力でき
ない方は事務局までお問合せください。 
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ＵＲＬ https://hanashizu.com/     

検索キーワード 「花の都商談会」、「花商談会２０１９」     

８ 出展者の決定 
 

平成 30 年 11 月末頃に文書で連絡します。 

９ 出展料の支払い 

(1) 申込内容（テーブルあり、なし）で金額が異なりますので、確認のうえ下記口座に振
込みをお願いします。なお、振込手数料は振込者に御負担願います。 

(2) 一度お支払いいただいた出展料は返金できませんので御注意願います。 
(3) 出展料は平成 31 年１月 18 日（金）までにお支払いください。 

    【振込先】 ふじのくに花の都しずおか推進協議会 
          静岡銀行静岡県庁支店 普通 口座番号 0320480 
 

10 前夜祭、宿泊等 
(1) 関係者による交流を目的に、前夜祭を平成 31 年２月 12 日（火）18:00 頃から会場内

で行います。 
・代金（1人 3,000 円）は出展受付時に現金でお支払いください。 

・キャンセルは平成 31 年２月５日（火）までに御連絡ください。以後のキャンセルはキャンセル料として代金を

お支払いいただきます。 

(2) 宿泊を希望する方は、会場近隣のホテルに各自で予約をお願いします。会場とホテル

間のバス運行の都合上、予約時に「花の都商談会関係」とお伝えください。 

■アパホテル富士中央 静岡県富士市日乃出町 38    電話 0545-51-5588 

■くれたけイン富士山 静岡県富士市永田町 1-124-1 電話 0545-52-5222 

上記２ヶ所のホテルと会場間を 12 日 19 時頃及び 13 日８時 30 分頃にバスが巡回します。 

なお、終了後、宿泊ホテル近隣で２次会を予定しています。 

(3) 宿泊される方は「ふじさんめっせ」臨時駐車場（無料）に駐車が可能です。ゲート内

の駐車場に夜間駐車すると料金が発生する可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

https://hanashizu.com/


11 その他 

実施効果把握を目的に、当日及び３ヵ月後の受注数を事務局に報告していただきます。 

 

12 申込及び問い合わせ 

ふじのくに花の都しずおか推進協議会事務局（静岡県経済産業部 農業局 農芸振興課） 

〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6   電話 054-221-2679 ／ FAX 054-221-1351 

電子メール nogei@pref.shizuoka.lg.j
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 役員 

実行委員長 鈴木則和、副実行委員長 田中利彦   

実行委員 鈴木則和 （中遠） 勝又俊博（東部） 

後藤直也 （東部） 田中利彦（中部） 

運営委員長 杉山智紀、副運営委員長 堤 孝弘    

杉山智紀（東部） 田村英俊（東部）   

運営委員 新舟直幸（東部） 大川和也（東部） 

鈴木千佳（中部） 山本 剛（中遠） 

   堤 孝弘（西部） 野末陽平（西部） 

13 ブース概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 スケジュール 

月日 時間 内容 

9:00～13:00 

13:00～16:30 

会場設営 

出展者搬入・設営 

16:30～17:45 資材・種苗会社による商品説明会 

平成 31 年 

２月12日（火） 

18:00 頃～ 前夜祭（会場内） 

9:00 

9:00～ 9:45 

出展者の会場入り開始 

出展者ブース準備 

9:45～10:15 開会式 

10:30～15:30 商談会 

２月13日（水） 

15:30～17:00 搬出 

〇 〇 園

2.0m

0.6m

1.8m 

1.2m 

1.8m

出展料５,000 円 

展示パネルはブース数に関わらず１事業者１枚です。

2.0m

1.8m 

【テーブル使用ありの出展】 【テーブル使用なしの出展】 

出展料 3,000 円 

〇 〇 園

1.2m 

展示パネルが必要な場合は、 
申込時に記載してください。 

mailto:nogei@pref.shizuoka.lg.jp
https://hanashizu.com/
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