
出展マニュアル 

2018年7月 

■期 間： 
     

   

■会 場： 
 

2018年 8月6日（月） 13時～17時30分 

       7日（火） 10時～16時 

 

北海きたえーる（北海道立総合体育センター）  

札幌市豊平区豊平５条１１丁目１－１  

北海道１５０年子ども未来・夢キャンパス 
ほっかいどう 

サイエンス・フェスティバル ブース出展 



1 実施概要 

若者をはじめ道民のチャレンジャー精神を呼び起こし、世界を舞台に活躍する人材を育成・輩出するため、

マサチューセッツ工科大学（MIT）教授を招へいし、聴衆参加型の講演会を実施する。また、同時に実験展示、

アトラクションなど体験学習を実施する。  

北海道１５０年子ども未来・夢キャンパス 
「ほっかいどうサイエンス・フェスティバル」 

■開催日：2018年８月６日（月）開場13：00～17：30            ８月７日（火）開場10：00～16：00  

■会 場：北海きたえーる（北海道立総合体育センター） 

開催 

概要 

イベント事業内容 

併設イベント 

2018年 8月 5日（日） 12時00分～17時00分 

 6日（月） 12時00分～17時30分 

 7日（火） 10時00分～16時00分 

■150年記念式典 企業出展ブース  (会場：水と緑の広場) 

 

【展示・体験スペース】  ■特別展示   ・むかわ町           ：T-Rex全身骨格模型、むかわ竜の化石等   ・宇宙航空研究開発機構(JAXA)  ：ロケット模型、宇宙ステーション補給機模型    ■ブース出展   約60団体／理化学研究所、国立天文台(NAOJ）道内高校、大学科学部、民間企業(NEC、日本コカ・コーラ)、   道立総合研究機構 他  ■体験スペース   ・先端加速器科学技術推進協議会(AAA) 
 

【ステージプログラム】  ■8月6日（月）   ・サイエンスショー   ：NPO法人ガリレオ工房 理事長                NPO法人カリキュラムを考える会 理事長 滝川 洋二氏    ・講演（実演：ステージ）：マサチューセッツ工科大学 石井 裕教授   ・対談         ：マサチューセッツ工科大学 石井 裕教授／公立はこだて未来大学 美馬 のゆり教授  ■8月7日（火）   ・サイエンスショー   ：NPO法人ガリレオ工房 理事長               ：NPO法人カリキュラムを考える会 理事長 滝川 洋二氏   ・講演（実演：ステージ）：気象予報士 菅井貴子氏    ・アトラクション    ：北海道科学大学 かがくガオー クイズ大会 

■IBM    ：IBMロボラボプログラミング教室 

■むかわ町  ：むかわ町化石クリーニング 

■理化学研究所：ニホニウムを作るワークショップ、レゴ製核図表模型・パネル展示、科学道100冊、         ジュニア200冊 

■みらいの宇宙イラストコンクール 

①メインアリーナ会場 

②サブアリーナ会場  

■国立天文台(NAOJ)／JAXA：映像上映（8/6.7） 

■AAA：映像上映（8/6） 

■AAA：子ども科学教室「宇宙はなにからできているんだろう？」（8/7） 

■北大サイエンスカフェ （8/7） 

③視聴覚室会場  



2 会場アクセス 

■会場案内図 

■交通案内 

会場 
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搬入、設営、一般公開、撤去、搬出まで一貫して会場内に事務局および対応窓口を設置し、 

誠意を持って会場全体の管理、保全にあたります。出展者各位のご協力をお願いいたします。 

会期までの問合せ先 

事務局指定 

協力会社 

主催者 

・ 
事務局 

「科学の祭典in北海道」（実行委員会） 

電話：011-204-5092 

FAX：011-232-4303 

Mail：kikuta.akiko@pref.hokkaido.lg.jp 

担当：菊田（きくた） 
 

受付時間：平日10：00〜17：00（土日祝日を除く） 

出展準備に関するお問合せは、下記までお願いいたします。 

北海道総合政策部 国際局 国際課 

〒064-0919  

札幌市中央区南19条西7丁目1-20 サイエンス・スパークス内 

 

電話：090-6264-0847 

FAX：020-4666-4177（D-FAX） 
Mail：yomo＠tokai-u.jp 

担当：四方 （よも） 
 

受付時間：平日10：00〜17：00（土日祝日を除く） 

レンタル備品・基礎小間工事・電気工事 

株式会社ティー・シー・ピー 

〒064-0801 札幌市中央区南1条西20丁目1-6 コミュ120／2階 

 

電話  ：011-613-7371  FAX  ：011-622-5029 

Mail  ：sciencefestival@tcp-sapporo.co.jp 

担当  ：渡辺（わたなべ） 
 

※受付時間：平日10：00〜17：00（土日祝日を除く） 

主催者・事務局・協力会社について 



4 会場全体図 

会場全体図 

１F 

２F 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

●映像放映（8/6.7） 

●AAA 子ども科学教室（8/7） 

●北大サイエンスカフェ（8/7） 

視聴覚室 

●理化学研究所   科学道100冊読書ワークショップ（8/7） 

中研修室 

IBMロボラボプログラム          他 

出展ブース 

体験コーナー 

特別展示 

ステージ 

 

●科学の祭典 科学教室「理科読」（8/7） 

小研修室 
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5 全体スケジュール 

全体スケジュール 

出展者の搬入・搬出スケジュールは以下の    をご確認ください。詳細は、P10〜11をご参照ください。 

8月7日 

（火） 

9：00 

〜 

9：45 

搬入 

作業時間 

10：00～16：00 

開催時間 

11：30～15：15 

開催時間 

会
場
オ
ー
プ
ン 

客
出
し 

10：00～15：30 

開催時間 

客
出
し 

18：00〜22：00 

主催者 

撤去・搬出 

16：30〜22：00 

主催者 撤去・搬出 

16：00〜 

17：00 

主催者搬出 

10：00～16：00 

開催時間 

16：30〜 

撤去時間 

18：00〜 

搬出時間 

16：30〜 

18：00 

撤去・ 

搬出時間 

16：30〜 

撤去時間 

18：00〜 

搬出時間 

19：00〜22：00 

主催者 

撤去・搬出 

19：00〜22：00 

主催者 

撤去・搬出 

9：00〜 

9：45 

搬入 

作業時間 

8月６日 

（月） 

9：00〜11：30 

搬入・作業時間 

13：00～17：30 

開催時間 

13：30～17：30 

開催時間 

会
場
オ
ー
プ
ン 

客
出
し 

13：00～17：00 

開催時間 

客
出
し 

13：00～17：30 

開催時間 

18：00〜 

19：00 

作業・ 

搬出時間 

18：00〜 

19：00 

作業・ 

搬出時間 

18：00〜 

19：00 

搬出時間 

客
出
し 

9：00〜12：30 

設営・作業時間 

11：30 

〜 

12：30 

作業時間 

9：00〜12：30 

設営・作業時間 
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ブースレイアウト図 

８月６日（月） 

■実施時間 

■出展者数 

13：00 ～17：30  

①科学の祭典枠  ：29ブース 

８月７日（火） 

■実施時間 

■出展者数 

10：00 ～16：00 

①科学の祭典枠 ：32ブース 

メインアリーナ図面 

ブース出展者の会場について 

※出展者のレイアウトは、決定後、主催者よりご案内いたします。なお、小間の割当に対しての苦情の申し出 

 は一切できません。なお、小間割決定後であっても重大な事由がある場合には、小間割を一部変更すること 

 があります。 

 

【メインアリーナ】 ブース出展者 レイアウトについて 

②北海道庁国際課枠：20ブース 

合計：49ブース 

※うち３ブースは６日のみ 

②国際課枠 ：20ブース 

合計：52ブース 

※うち６ブースは７日のみ 

（16:00まで） （15:00まで） 
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出展者展示スペース 

※社名板表示例 

（株）ほっかいどうサイエンスフェスティバル 

ブース仕様 

・小間サイズ： 

・基礎構造 ： 

W2,970×D2,700×H2,400mm 

システムパネル 

※出展社名は、基本角ゴシック体、黒文字で表記 

※株式会社や有限会社び表示は（株）・（有）などの省略表示。 

※各申込書に記載いただく出展社名を使用（敬称略） 
※「科学の祭典枠」の出展者には社名板表示はありません。 

 予めご了承ください。 

・付帯設備： 机（W1,800×H450mm）… １台 

椅子 … 5脚 

出展者名看板（W1,800×H300mm） ※科学の祭典枠は看板ナシ 

ブース出展者  基本設備について 

＜注意事項＞ 

・追加備品のレンタルをご希望の方は、「03-レンタル備品申込書」にて事前にお申込み 

 ください。会期終了後、請求書をお送りしますので、9月末までに指定口座までお振込み 

 いただきます。 
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電源について 

小間への送電時間 

基本設備には電源はありません。電気工事をお申込みいただいた出展者に限り、 

下記スケジュールで電源を利用いただけます。電気の供給時間は以下のとおりです。 

出展者にて毎日自社小間のメインスイッチの入切を行ってください。 

24時間通電を希望される出展者は出展事務局へご相談ください。 

8月5日（日） 10：30～18：00 

8月6日（月） 10：00～19：00 

8月7日（火）   8：00～19：00 

●送電時間予定 

※ブース内の電源は、基本備品に含まれておりません。 

 希望があれば、出展事務局にてとりまとめて工事を行い、希望出展者に費用を負担いただきます。 

 100V 1kwあたり：15,000円（税別、電気使用料込） 

※発電機の持ち込みはできません。 

電  源 

＜注意事項＞ 

・電源が必要な方は、「02-電源申込 確認書」にて事前にお申込みください。 

 会期終了後、請求書をお送りしますので、9月末までに指定口座までお振込みいただきま 

 す。 

ブース出展者  基本設備について 
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出展に際してのお願い 

飲食提供品の禁止 

販売物がある出展者は、事前に「07-販売物リスト届」を主催者へご提出ください。 

販売品について 

ブース出展者 出展に際してのお願い 

出展ブースにおける飲食物の提供は、販売・試食・試飲の全てにおいて禁止となります。 

また、出展者およびスタッフの飲食につきましてもメインアリーナでは禁止となりますのでご注意 

ください。 

事前点検のお願い 

※札幌市消防局が定める「催し等における火気器具等の取扱い及び防火管理に係る運用の手引」を 

 ご確認いただき、以下を実施してください。 

★「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票」 

 により、防火安全対策が適切に行われているか点検してください。 

以下より「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票」をダウンロード 

いただくか、提出書類一覧に添付した用紙をご利用ください。 

★火気、電熱器を使用される出展者は、必ず消化器を設置してください。 

出展事務局にて手配可能です。「03-レンタル備品申込書」にてお申込みください。 

★消火器の使用方法について、出展関係者全員が事前に確認しておいてください。 

★「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票」 

 にて点検後、点検者指名を記載し、来場者から見やすい位置に 

 掲出してください。 

火気および危険物を使用される方へ 

危険物の使用禁止 

・裸火、ガソリン、ガスボンベ、電気炉の使用は禁止いたします。 

札幌市消防局より 

https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/boka/kiki/documents/yoshiki49_2.pdf 



10 搬入・搬出について 

搬入・搬出について 

搬入・搬出について 

●会場特性を考慮し、事務局が搬入・搬出に関するスケジュール調整を行い、「搬入・搬出計 

 画」を策定します。出展者はこの「搬入・搬出計画」策定のため、それぞれのスケジュール・ 

 搬入・搬出情報（物量等）を出展事務局に提供し、調整及び計画策定に可能な限り対応いた 

 だけますようお願いいたします。また、策定された「搬入・搬出計画」を遵守し、安全かつ 

 効率的な搬入・搬出作業にご理解・ご協力をお願いいたします。 

●搬入・作業時間 

  出展物の搬入及び作業時間は次のとおりとします。 

  

 

 

8月6日
（月） 

9：00〜11：30 搬入・作業 11：30～12：30 作業のみ 

8月6日
（月） 

18：00～19：00 

8月7日
（火） 

9：00〜9：45 

※上記スケジュールについては出展各社の状況等により変更になる場合があります。 

※上記スケジュールについては出展各社の状況等により変更になる場合があります。 

●出展者の展示品等の搬入・搬出は、公共交通機関を利用しての手運び・手持ちにてお願いいた 

 します。大物搬入をご予定の場合は、地下１階 Cゲートに一時駐車しての荷卸しは可能ですが、 

 駐車中の車にドライバーを常駐させ、荷卸し後、速やかに車を移動してください。 

 また、会場内の駐車場は、出展者につき１台までご利用いただけます。駐車場から手運び・手持 

 ち（台車利用可）にて搬入してください。なお、２台目以降は駐車できませんので、近隣駐車場 

（13ページ参照）をご利用ください。 

  ※宅配便による搬入出はできません。   ※搬入出経路は、11ページ参照 

搬入・搬出の基本スケジュール 

●搬出・撤去期時間 

  出展物の搬出及び作業時間は次のとおりとします。 

●会期中の搬入・搬出及び作業時間 

  会期中の搬入・搬出及び、諸作業を行う場合は事前に事務局に申し出て、指定作業時間の 

  指示を受けてください。（その際の搬入経路は事務局が指示します） 

  また、搬出は8月7日（火）16：30以降とし、会期最終日の16：00以前に撤去作業は 

  できません。 

8月7日 

（火） 
16：30〜18：00  

造作物の残材は必ず出展者にてお持ち帰りください。搬出期限までに撤去されない造作物 

等については、事務局で適宜処分し、その撤去費用は出展者の負担とします。 
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搬入・作業時間 9：00〜12：30   

作業・搬出時間 18：00〜19：00 
８月6日（月） 

８月７日（火） 
搬入・作業時間 9：00〜9：45   

撤去・搬出時間 16：30〜18：00 

搬入・搬出について 

① 搬入・搬出は、手運びにてお願いいたします。（台車使用可） 

② お車の場合は、地下１階Cゲートに一時駐車しての荷卸しは可能ですが、駐車中の車に 

  ドライバーを常駐させ、荷卸し後速やかに車を移動してください。 

  また、会場内の駐車場（第二駐車場）は、出展者につき１台までご利用いただけますが、 

  ２台目以降は駐車できませんので、近隣駐車場をご利用ください。 

③ 共用部分での作業、資材の放置は禁止いたします。 

  また、出展者の装飾の空箱・梱包材・残材は小間内に収納するか、出展者の責任で必ずお持ち 

  帰りください。期間中に、共有スペースに置いておくことや、事務局でお預かりはできません。 

④ 設営作業の際は、周辺通路を確保し、隣接するブースと協力の上、作業を行ってください。 

搬入経路 

 Cゲート 

注意事項 

【対象】メインアリーナ：ブース出展者 

 

 １社１台まで駐車場利用可 
 

 

 地下鉄をご利用の場合 
 

お車をご利用の場合 
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「搬入出車両証」掲出のお願い 

お車での来場を予定している出展者へ、１出展者につき「駐車許可証」を１枚お送りします。 

赤枠の＜出展者名・ブース番号・代表者連絡先＞を記入して、車両のフロントガラス部分に掲出し、 

外から見えるようにしてください。また、駐車台数に限りがありますので、２台目以上の駐車はでき 

ません。予めご了承ください。 

また、「04-搬入出計画書」にて車両での搬入出を申請された出展者で、駐車はせずに、荷物の積 

み下ろし後速やかに車を移動される車両には、「搬入出車両証」をお送りします。「搬入出車両証」 

も、車両のフロントガラス部分に掲出し、外から見えるようにしてください。 

なお、「搬入出車両証」では駐車はできませんのでご注意ください。（７月下旬送付予定） 

 

搬入・搬出について 

「駐車許可証」サンプル 

「搬入出車両証」サンプル 
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近隣駐車場のご案内 

番号 駐車場名 住所 電話番号 

01 パークネット札幌きたえーる前 札幌市豊平区豊平6条10丁目3 0120412470 

02 豊平公園きたえーるパーキング 札幌市豊平区豊平6条10-4 

03 パークネット札幌きたえーる前第2 札幌市豊平区豊平8条10丁目 0120412470 

04 リパーク札幌豊平公園駅前 札幌市豊平区豊平八条13丁目1ー1 

05 タイムズ豊平4・9 札幌市豊平区豊平4条9-3 

06 タイムズ豊平 札幌市豊平区豊平6条9-1 

07 タイムズ豊平第2 札幌市豊平区豊平7条8-2 

08 タイムズ豊平6・8 札幌市豊平区豊平6条8-2 

09 
【予約制】軒先パーキング 【「きたえーる」
から徒歩4分】 国道36号沿い駐車場 

札幌市豊平区豊平4条10丁目2-8 

10 札幌豊平4条10丁目 札幌市豊平区豊平四条10丁目 

※上記は近隣駐車場の一部を抜粋して列挙しております。 

※その他の駐車場およびご利用については自社にてご確認をお願いいたします。 

搬入・搬出について 
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運営本部（主催者  出展事務局）について 

出展者共通注意事項 

8月６日（月）〜8月7日（火）、運営本部（道庁国際課）を以下の通り設置します。 

［下図参照］ 

 

 

 

     受付時間は以下のとおりです。 

 

  ・８月６日（月） 9：00〜19：00 

  ・８月７日（火） 9：00〜18：00 

運営本部について 

■ 運営本部（道庁国際課）・・・「控室-２」 
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出展者の控室について 

出展者共通注意事項 

開催期間中、出展者共有控室は以下のとおりです。 

出展者共有控室での飲食は可能ですが、ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします。 

出展者個人の荷物、梱包資材、備品、展示物などは各出展ブース内にて管理いただき、 

出展者共有スペース内に置かないようご注意ください。 

地下1階 

8月6日（月）〜7日（火）…「器具室５」 

トイレ・喫煙所について 

喫煙及びトイレ使用場所は下記の通りとさせていただきます。 

※会場内指定場所以外は禁煙となっております。 

… 喫煙所 … トイレ（男・女） 
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ブースの管理・ゴミ処理について 

ゴミについて 

●搬入出・装飾時、会期中に発生したゴミ、撤去時のゴミ、残材、廃棄物は、必ず出展者にて持ち 

 帰り適切な処理をしてください。 

 

●放置廃棄物の処理費用については会期終了後、出展事務局より当該出展者に実費請求いたします 

 ので、出展者は請求書受領後、2018年9月末までにお支払いください。 

 

出展者共通注意事項 

ブースの管理 

●会場営業中、出展ブース責任者は会場に常駐してください。 

●オープン時間に遅れたり、早仕舞いなどで閉鎖状態にならないよう注意してください。 

●会場内にストックスペースはございません。備品・ストック含め全て小間内に収めてください。 

通信環境・お弁当・記録撮影について 

通信環境について 

お弁当について 

記録撮影についてのお願い 

●会場内通話（携帯電話）は、基本的に全キャリア使用可能ですが、場所によっては、繋がり 

 づらい場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

●会場内においてソフトバンクWi-Fiを利用することが可能です。ただし、接続不良や、一切の 

 トラブルの責任を負いかねますので、自己責任の範囲でご利用ください。 

●搬入期間中や会期中に、お弁当・ケータリングが必要な出展者は、自社にてご手配をお願い 

 いたします。 

 

●会場外で飲食物を販売しております。 

 

●出展者のお弁当に係るゴミは必ず出展者にて持ち帰り適切な処理をしてください。 

● 事務局にて期間中に撮影した写真、映像に関しては、実施報告書などで掲載させていただくほか、 

  北海道150年事業のホームページ等で掲載、また事後に特別番組等で放送させていただく可能性 

  がございますので予めご了承ください。 

  各ブースを撮影した写真や映像について、使用や掲載に制限などがある場合は、予め事務局まで 

  お知らせください。 
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緊急事態発生 

●緊急事態が発生した場合は、関係各スタッフは速やかに運営本部（出展事務局）に連絡 

＜主催者＞ 

●主催者は事態を把握し、以下の関係各所に連絡。 

●状況に応じて、以降の催事についての続行などの協議・判断を行う。 

＜関係各所＞ 

名称 所在地 電話番号 

豊平警察署 

豊平消防署 

札幌ライラック病院 

その他 緊急時対応等 

緊急時における基本フロー 

札幌市豊平区 

豊平７条１３丁目１−１５ 
011-813-0110 

札幌市豊平区月寒東1条8丁目 011-852-2100 

紺野整形外科クリニック 

札幌市豊平区豊平6条8丁目2-18 011-812-8822 

札幌市豊平区平岸4条12丁目1-7 011-818-1511 

主催者 

・ 
事務局 

電話：090-7510-8893 

担当：池田 

北海道総合政策部 国際局 国際課 

「科学の祭典in北海道」（実行委員会） 

電話：090-6264-0847 

FAX：020-4666-4177（D-FAX） 
Mail：yomo＠tokai-u.jp 

担当：四方 （よも） 



18 出展規約 

ほっかいどうサイエンス・フェスティバル（以下「本イベント」という）へ出展する団体・企業など（以下「出展者という）は、本イベ

ント出展規約（以下「本規約」という）に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約になる「主催者」とは、

ほっかいどうサイエンス・フェスティバルを指します。 

 

●ブースの転貸・譲渡・交換などの禁止 

 ・出展者は、割当てられた小間の全部または一部を、有償、無償にかかわらず第三者に譲渡、貸与することは 

  できません。また、出展者相互間において交換することもできません。 

 

●不可抗力により開催中止等 

 主催者は、以下に該当する場合に、イベントの中止をすることがあります。 

 ・天災地変、疫病、戦争、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関・通信回線の事故、行政命令もし 

  くは、規則、その他、主催者の責めに帰すことができない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合。 

 ・主催者が本イベントを開催することが適切でないと判断した場合。 

  主催者は、前項記載の場合におけるイベントの中止による損害の補償は行いません。 

  主催者は、理由の如何を問わず、イベントの取りやめ、早期閉会、開催延期あるいは会場の移転などが、出展 

  者または来場者の利益にとって必要かつ望ましいと判断し、それを実行した場合は、出展者に及ぼす如何なる 

  損害に対しても責任を負いません。 

 

●会場内の行動 

 ・本イベントに相応しい品位ある行動をお願いします。勧誘の強要や来場者が不快と感じられるような行為を発 

  見した場合は、即時、撤収いただく場合があります。 

 

●展示の管理と免責 

 ・会場営業中、出展ブース責任者は会場に常駐してください。 

 ・オープン時間に遅れたり、早仕舞いなどで閉鎖状態にならないよう注意してください。 

 ・会場内にストックスペースはございません。備品・ストック含め全て小間内に収めてください。 

 ・展示および実演は、メインアリーナの各出展者ブース内に限定します。メインアリーナ外での広告・宣伝・ 

  販売などの行為はお断りします。 

 ・主催者は、会場の保安や事故防止に努めますが、盗難や紛失、破損や汚損、また人的災害など、あらゆる原因 

  から生じる損害については、その一切の責任を負わないものとします。 

 ・搬入・搬出時を含めた会期中、小間内における人身事故や、出展物展示関係諸施設の事故に備え、出展者は損 

  害保険等に加入してください。 

 

●出展マニュアルの順守 

 ・主催者が申し込み後に出展者に提示する「出展マニュアル」は、本規約に付随し、主催者と出展者に対して 

  適用されるものとします。 

 ・主催者および出展事務局は、本イベントの業務を円滑に実行するため、この「出展規約」に記載のない事項に 

  ついて新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。 

 

●規約の遵守 

 ・本規約に遵守することに同意することを前提とし、万が一規約に反した行為が発覚し、制作から本番当日まで 

  の間で出展をお断りした場合、これに生じた損害などに対して、主催者は一切の責任を負わないものとします。 



19 書類提出について 

書類提出スケジュール 

※各書類を提出いただいた後、出展事務局から出展者への確認が必要な場合、速やかにご連絡いたします。 

 また、不明点、各種お問い合わせがある場合は出展事務局・担当窓口までご連絡ください。 

ＮＯ 提出書類名 対  象 
提出先 

（問合せ先） 
締切日 

01 
出展担当者・請求書送付先 

確認書 
全出展者 

株式会社 

ティー・シー・ピー 

 

2018年 

７月１８日 

（水） 

02 電源申込 確認書 全出展者 

03 レンタル備品申込書 希望出展者 

04 搬入出計画書 全出展者 

05 出展者名看板確認書 
「道庁 国際課枠」 
出展者全員 

06 出展物・持込み備品確認書 全出展者 北海道総合政策部 

国際局 国際課 

・ 

科学の祭典 

2018年 

7月２０日 

（金） 
07 販売物リスト届 希望出展者 

提出先 

株式会社ティー・シー・ピー 

〒064-0801 札幌市中央区南1条西20丁目1-6 コミュ120／2階 
電話：011-613-7371  FAX：011-622-5029 
Mail：sciencefestival@tcp-sapporo.co.jp              担当：渡辺 
受付時間：平日10：00〜17：00（土日祝日を除く） 

 

レンタル備品 

基礎小間工事 

電気工事 

 

 

 

 

 

 

 

主催者・事務局 

 

 

 

 

 

 

電話：011-204-5092 FAX：011-232-4303 
Mail：kikuta.akiko@pref.hokkaido.lg.jp 
担当：菊田 

北海道総合政策部 国際局 国際課 

「科学の祭典in北海道」（実行委員会） 

電話：090-6264-0847    FAX：020-4666-4177（D-FAX） 
Mail：yomo＠tokai-u.jp 
担当：四方 （よも） 


