
ニュースポーッEXPO
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2016 搬入出について

会場は一般開放されている公園であり、特に設営日の3/11(金)については

一般来場者も多く訪れています。また、今回は関係者が多く、滞留 0トラフリレを

避けるためにも厳密に時間及び方法についてルールを設けさせていただきましたので、

皆さまご協力の上、厳守をお願いします。

*車両証を記念館口でお渡しします。必ず一度駐車場にご来場ください。

■搬入出時間 (会場内車両乗り入れ可能時間)

○設営時、車両進入可能時間
3月 11日 (金 )

3月 12日 (土 )

○撤去時、車両進入可能時間
3月 12日 (土 ) 17:00-19100 17:00-19:00
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*12日 (土〕16100で本イベントは終了いたしますが、17:00までは公園開園時間の為、

車亘の進入はできません。予めご了承ください。台車での手運びは可能です。

■搬入出可能車両 (会場内車両入場可能車両)

○車両の駐車・入場には「許可証」が必要です。

○許可証は車両入口でお渡ししますので、

車両のフロントに提示して下さい。

○乗用車は、会場内への搬入が出来ません。

乗用車による搬入を行う場合は、駐車場から手運び

(台車可)となります。

*いただいた申請車両で車両申請を行いますが、

国営昭和記念公園の判断により、進入不可となる場合が

ございますので、予めご了承ください。

■注意事項

公園内に進入可能な車両

基本的には商用車のみ。

(以下例 )

。ノヽイエース

・ADバン

・ノヽイゼット

・エヴリィなど

ＥＴ組
．欄

○会場内は係の指示に従い、最徐行 (10km/h)で 走行して下さい。

特に通行者に十分に注意を払い、事故のないようにご注意ください。

○荷下ろし場所は会場内道路脇です。荷物の積み下ろしが終了次第、

速やかに車を駐車場へ移動させてください。

○車両で芝生内には入らないでください。  ′

○駐車場に止める場合も、車両証が必要です。

○台車の無料貸し出しはいたしません。

○会場付近の道路が混雑しますので、公園周辺の路上駐車は絶対にやめてください。
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2016 車両進入について

■会場内車両進入経路

○入口で駐車場にて配布した車両証を確認後運営スタッフの指示に従つて車両を移動させてください。

○会場内に入れる車両は時計回りに一方通行で会場を移動し、道路内側に駐車して下さい。

○特に一般開放時間 (8:30～ 17:00)に おいては、一車線となり、一部のエリアにて駐車車両の

追い越 しは出来ませんので、必ず種目団Ⅳ 出店者毎の車両進入可能時間を厳守お願いします。

立川警察前ルー ト

■■■■■■■■■D>

国営昭和記念公園川口前ルー ト

⇒
進入

立川警察前





3/11(金 )は、公園が一般開放中に公園内に車両を進入いただきます。

その為、下図のように駐停車場所を市J限させていただいた上、二重駐停車は

できません。予めご
｀
理解・ご

｀
協力をお願いします。

至 」R立 川駅 |





公園開園時間外の来場について
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■電車/徒歩/自転車で来場される場合

08:30～ 17:00の間に来場される場合は、」R立川駅最寄口となります、あけばの口より入場ください。

07:00～8:30も しくは17:00以降に入退場の場合、あけばの口正門が閉門しておりますので、

脇の入口にてスタッフに団Ⅳ 出店者名を告げて入退場をお願いします。

06:30～フ:00の間はあけばの口付近は開門できません。記念館口までお周りください。

8:30～ 17:00   動線  *あけばの口正門が開門している時

7:00～ 8:30、 17:00～  動線  *あけばの口正門が閉門している時、脇門から入場いただきます

6:30～7:00    記念館口から入場いただきます。

●
●



主催者及び事務局管理の為、会場入退場時に必ず受付をしていただきます。

車両及び徒歩など車両以外での来場の際も、必ず設営作業に入る前、また

各日会場を出る準備が全て整つた際に総合受付にて受付を行つてください。

■受付
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2016 受付について

○搬入時および当日の来場時に、各種目団体/出店代表者は、必ず総合受付に立ち寄り、

受付を行つてください。

○受付の際に、事前申請いただいた人数分の識別証、スタンプグッズ、お弁当引換券、

終了報告書をお渡しいたします。

○識別証及びお弁当引換券の数量については事前申請分のみとなります。

*お弁当の支給については、種目体験の運営スタッフにのみ支給させていただきます。

【 来場受付 】

○受付時間

3月 11日 (金 )

3月 12日 (土 )

【 退場受付 】

○受付時間

3月 11日 (金 )

3月 12日 (土 )

13100-17100
6:30-9100

13:00-17:00
16:30-20100

○前日設営後および当日の撤去後は、来場時と同様に各種目団体/出店代表者は

必ず総合受付に立ち寄り、退場手続きを行つてください。

03月 12日 (土)の退場手続きの際、終了報告書のご提出及び、スタンプグッズ、

識別証を回収いたします。

※徒歩で来場される場合、フ:00～ 8:30の間は、前頁記載の通り、あけぼの回脇の門を

運営スタッフ管理のもと開門します。各団体/出店者ごと纏まつてご入場ください。

その際、各団体/出店者名を確認させていただきますので、入場後、受付を行つてください。

― ― ―

`

!

*レイアウHよ変更となる可能1生 がございます。
*総合受付の場所に変更があつた場合は、お知らせ致します。

二・　＼一̈
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本催事に関する注意・禁止事項になります。

内容のご確認の上、厳守していただきます様、お願い申し上げます。

■会場内注意・禁止事項

○テン ト内に照明は設置致しません。必要な場合、ご準備ください。

③国営昭和記念公園は荷物の受理、保管は出来ません。

○会場宛に資材の発送がある場合、事務局までご相談ください。

○会場準備は、事務局にて各ブースの基本備品の設置を行います。

テン ト内の装飾は各団体/出店者様でお願いします。

撤去後は事務局にて現場確認します。荷物が残つていた場合は処分いたしますので、予めご
｀
了承ください。

○公園内の損傷または汚損のないよう気をつけてください。自己またはその代理人の不注意等によつて生じた

会場設備、展示品 。人身等に対する損害を賠償 していただく場合があります。

○花や花壇のある立入禁止区域内に立ち入らないでください。

○会場内及びブース内は禁煙とします。喫煙をされる場合は、所定の場所でお願いします。

○車両は指定場所以外の場所に乗 り入れないでください。

○自転車で来場される場合、以下の行為をご注意ください。

・アスフアル ト道路以外への乗り入れをしないでください。

。みどりの文化ゾーンから展示設置ゾーンに架かる橋から先への走行はしないでください。

。会場駐輪場、臨時駐輪場 (P5会場図参照)以外の区域に自転車を放置しないでください。

○バイクで来場の場合、有料駐車場に停めてください。駐輪場には停められません。

○本イベン トに係る機器 。道具以外の物の持込みは行わないでください。

③強風の場合、以下の対応にご協力ください。

・8m以上の風 :注意体制 テン ト横幕を外す。

〇映像放映など音を出す機材を使用の場合はその他出店者の迷惑にならないよう十分にご注意をお願いします。

○着替えや休憩はテン ト内で行つてください。

◎ トイレは一般と共有の トイレとなります。

■警備について

○主催者・運営事務局では警備員を配置するなど、会場の保全・管理に最善の注意を払いますが、備品等

の保護については種目団体様自身で行つてください。

また、盗難・紛失・損傷等の事故やあらゆる原因から生じる損失または損害について主催者・運営事務局は

責任を負えませんので、予めご了承ください。

○貴重品については必ずお持ち帰りください。

■」
｀
ミについて

⑨会場内のごみの分別内容は、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「ベッ トボ トル」、「カン」、

「紙・段ボール」の 5種類になります。ゴミの分別にご協力ください。

○ゴ
｀
ミ袋は圭透明のもQをご持参、ご使用ください。

○」
｀
ミステーシ∃ン (P5会場図参照)を設置します。上記分別の上、廃棄をお願いします。

○飲食物の残飯が出る可能性がある場合、テント内に蓋付きゴミ箱を設置の上、各団体/出店者ごとに管理を

お願い致します。

○油はそのまま捨てることができません。固めてからゴミ袋に入れ、「可燃ごみ」として破棄をお願いします。
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2016 緊急時及び中止判断について

■緊急時対応について

○火災の場合

・周 りに大声で知らせて ください。

・消火器は本部テン ト内に設置 してあ ります。

・運営事務局スタッフに通報、運絡 して ください。

・来場者の不安軽減に務めて、避難誘導など運営事務局の指示に従つて行動 して下さい。

○地震・災害の場合

。まず身の安全を確保してください。

・来場者に呼びかけ、不安軽減に務めてください。
。火器、電気を使用している種目団体は、速やかにガス・電気を遮断してください。
。国営昭和記念公園は広域避難場所に指定されています。立川市、会場及び主催者判断によリイベン トの

中断ならびに続行不可能になる場合が御座います。
。会場及び運営事務局による誘導および指示に従つて行動してください。

○怪我 。急病、迷子の場合
。本部テン トに看護師を待機させていますので、怪我や急病人を発見しましたら、すみやかに本部テン トまで

お知らせください。

・本部の指示に従い、独自判断で救急手配は行わないでください。

・花みどり文化センター内にAttDの設置があります。
。関係者、来場者問わず運営事務局が会場と調整し、救急手配など対応いたします。

・迷子者を発見した場合、本部テン トまでお連れください。

○来場者からのクレームに関しては、どのような些細なことでも運営事務局までご報告ください。

*主催者・運営事務局で責任を負うことはできませんが、対処のご協力はさせていただきます。

■イベ ン トの中止について

○荒天や天災によって、イベン トが中止となる場合がございます。

○イベン トの中止については、天候等の状況を見ながら前日もしくは当日に判断し、随時、また本番日は

7:00まて,に事務局より事前申請時の当日責任者様宛にご連絡させていただきます。

■中止時の撤去について

〇イベン ト会期中の中止が決定した場合、運営事務局の指示に従つてください。

○強風によって中止となつた場合は、テン トの屋根、横幕の撤去にご協力ください。

■イベ ン ト当日の事務局連絡先について

ニュースポーツEXPO in タト燿肇2016週巨i彗事測訂司 03‐3454-5067

○事務局現場責任者緊急運絡先

久志本 :080… 9531… 1174

朝]チ含 :090-4613-3270




