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PIARC（世界道路協会）とは？

PIARC（Permanent International Association of Road Congress）
PIARCは、道路および道路交通分野における国際間協力の推進や発展強化を主

な目的として1909年に設立された国際機関です。日本は、1910年に正式加盟し、100

年以上にわたり貢献を続けています。

1997年1月（平成9年）〜2000年12月（平成12年）まで、三谷浩氏がアジア初の

PIARC会長に就任されました。

回 開催年 開催地・開催国

1 1969 ベルヒスガーデン ドイツ

2 1971 バロワール フランス

3 1973 ユベスキュラ フィンランド

4 1975 ザルツブルグ オーストリア

5 1978 ドビアッコ イタリア

6 1982 ダボス スイス

7 1986 タンペレ フィンランド

8 1990 トロムセ ノルウェー

9 1994 ゼーフェルト オーストリア

10 1998 ルレオ スウェーデン

11 2002 札幌 日本

12 2006 トリノ－セストリエール イタリア

13 2010 ケベック カナダ

14 2014 アンドラ アンドラ

15 2018 グダンスク ポーランド

冬期道路会議の開催履歴

PIARC国際冬期道路会議とは？

ＰＩＡＲＣ道路会議は、通常会

議と冬期道路会議が実施され

ています。

前者は、これまで２５回開催さ

れました。後者は、1969年（昭

和44年）に第１回大会が開催さ

れ、両者は、交互に４年を１ク

ールとして開催されています。

日本においては、通常会議が

1967年（昭和42年）に東京で、

冬期会議が2002年（平成14年）

に札幌で開催されています。

我が国のPIARC国際道路会

議の展示会参加は、（社）日本

道路協会の主催で、第１０回ル

レオ大会からです。
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第15回 国際冬期道路会議

グダンスク大会の概要

■開催場所： Gdansk （ポーランド共和国 ポモージュ県グダンスク）

面積２６２平方キロメートル、人口４６．１万人（ポーランド第６の都市）で公

用語はポーランド語。通貨はズロチ。バルト海南部に面するポーランド最大

の港湾都市です。

■大会テーマ

Providing a Safe and Sustainable Winter Road Service.
-安全で持続可能な冬期の道路サービス-

■展示会場の概要
日 時：2018年2月20日（火）～23日（金）
会 場：ポーランド共和国グダンスク市コングレスセンターAmberExpo
大会 HP：http://aipcrgdansk2018.org/

ポーランド共和国
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http://www.purposejapan.com/poland/


グダンスク大会 会場（AmberExpo）

第15回 国際冬期道路会議

グダンスク大会の概要
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本大会のスケジュール

2月19日
月曜日

午前 -

午後 レジストレーション

2月20日
火曜日

午前

レジストレーション（8:00-）
展示会場

オープニング
（11:30-12:30）

開会セッション（9:30-11:00）

開会セレモニー（11:00-11:30）

午後

大臣セッション（14:00-15:30）

テクニカル
ビジット

展 示
（12:30-18:00）

休憩/ポスターセッション（15:30-16:30）

テクニカルセッション（16:30-18:00）

ウェルカムカクテル（18:30-）

2月21日
水曜日

午前

テクニカルセッション（8:30-10:00）
テクニカル
ビジット

展 示
（8:30-18:00）

休憩/ポスターセッション（10:00-11:00）

テクニカルセッション（11:00-12:30）

午後

テクニカルセッション（14:00-15:30）
テクニカル
ビジット

休憩/ポスターセッション（15:30-16:30）

テクニカルセッション（16:30-18:00）

2月22日
木曜日

午前

テクニカルセッション（8:30-10:00）

展 示
（8:30-18:00）

休憩/ポスターセッション（10:00-11:00）

テクニカルセッション（11:00-12:30）

午後

除雪車デモンストレーション（14:00-16:00）

除雪車運転技術チャンピオンシップ（14:00-18:00）

ガラディナー（20:00-）

2月23日
金曜日

午前

テクニカルセッション（8:30-10:00）

展 示
（8:30-11:00）

休憩/ポスターセッション（10:00-11:00）

閉会セッション（11:00-12:30）

閉会セレモニー（12:30-13:00）

午後 -

注）上記のスケジュールは、時間など一部変更になる可能性があります。
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■グダンスク大会では、大会テーマである「安全で持続可能な冬期の道路サービ
ス」に沿い、下記の８つトピックに関する論文発表（テクニカルセッション）、ポス
ター発表、各国・企業等による専用ブースでの展示が行われ、国際交流や連携、
商談などが実施されます。

グダンスク大会で研究発表される８つのトピック

第15回 国際冬期道路会議グダンスク大会

本会議のテーマ・トピック

1.極限の状況や災害 5.冬期維持管理と計画

2.気候変動と環境 6.機械・設備と製品

3.道路気象情報 7.都市部における冬期サービス

4.道路利用者と道路の安全 8.トンネルと橋梁

日本ブースの展示テーマ

■日本ブースは、官民共同で出展いたします。政府パネルについては、大会
テーマに沿いつつ、次の４つのカテゴリーに分けて、展示を行います。

※出展いただく団体・企業様は、このテーマ以外の保有技術等をＰＲする場とし
て日本ブースを活用いただくことも可能です。

日本ブースにおける政府パネルの４つのカテゴリー

日本の冬の紹介 ICT技術の活用

迅速な対応を実現
する組織と体制

繊細な冬期
管理技術
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● 幅広い国々の道路関係者と出会う最
大のチャンスです。

・グダンスクの冬期道路展示会には各国の大

臣級の来訪や2,000人を超える来場者が予想
されています。（前回は48カ国、3,000人来場）

●経済的で効果的なPRが可能です。

・官民共同で日本ブースとして出展するため、
単独出展よりも高い集客力が期待できます。
・同様に出展費用を出展者全体で負担するた
め、単独出展に比べて費用を抑制できます。

●参加者から貴重な技術情報やマーケ
ティング情報が得られます。

・２０１４年アンドラ大会では、カナダやロシア
の企業から問合わせがあり、企業向け技術説
明や意見交換の場に日本ブースが活用され
ました。
・２０１０年ケベック大会では、欧州、北米から
の問合せ等、国別技術ニーズが収集できまし
た。

●商談や技術連携のきっかけづくりの
場として活用可能です。

・２０１０年ケベック大会では、出展をきっかけ
にスペインの道路維持業者との商談を成功さ
せた企業もありました。

日本ブースへの出展メリット

展示開会式後に大臣級のVIPが日本ブ
ースを訪問しました。

展示説明を日本の技術者から直接聞け
る日本ブースは多くの来訪者で賑わい
ました。

ロシアの商社の皆さんへ日本の展示技
術を説明し、意見交換を行いました。

カナダ・ケベック州の企業から相談を受
け、対応する日本の技術者の皆さん。
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展示ブースの配置

◆日本ブースの位置と主な展示ブースの配置状況

日本

会場出入口 ※出展が確定している民間企業等
ブーハー・マニシパル社 (水素駆動道路維持管理車両製造）
オーザメット社(除雪車等、道路維持管理車両製造)
エアフォース技術研究所（航空機およびその武器の研究所）
シュミット社(除雪車等、道路維持管理車両製造)

■日本ブースの概要
・床面積：８ｍ×８ｍ＝６４㎡
・展示物：大型モニターによる技術情報、
映像展示、技術紹介パネル、供試体サ
ンプル等

※日本ブースは、会場入り口に近く最も来
客が見込まれる位置にあります。

ホールA全景と日本ブースの位置
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展示ブースのイメージ

【参考】２０１４アンドラ大会の日本ブース

【参考】２０１０ケベック大会の日本ブース
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展示ブースの運営計画

●日本ブースイベント（案）
・オープニングイベント ・ミニ技術発表会
・出展企業の技術プレゼンテーション ・日本の雪国・展示技術プレゼンテーション
・クイズショー等のアトラクション ・「興味ある技術ベスト５」投票
・クイズ兼アンケート ・出展企業の商談会
・クロージングイベント

常に日本ブース内でプレゼンテーションや参加型のイベントの開催により
賑わいを演出し、集客に努め、出展企業・組織様の商用打ち合わせや会
合に利用いただけるブース運営を計画します。

技術プレゼンテーション

●配布物

日本ブースオリジナルバッグ
（アンドラ大会）
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グダンスク大会では、ノベルティやパンフレット、カタログ類を入れたオリ
ジナルバッグ1,000セットを来場者に配布を予定しています。

●情報展示

展示パネルは、写真、図面を多用し、解説文等を極力省く視覚的アピー
ルを重視したレイアウトにする予定です。それらを補う展示技術等の詳細
説明は、情報端末や映像モニターを用いて行います。



Ａ：ゴールドスポンサー

専用のモニター又は情報端末で展示情報を説明
します。

Ｂ：シルバースポンサー

複数枚の展示パネルに対して、共用モニターで展
示情報を提供します。

Ｃ：ブロンズスポンサー

共通モニターによる情報展示、技術プレゼン
テーションとカタログ展示やオリジナルノベル
ティの配布を実施します。

出展プラン
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出展料金：１００万円

◆出展料金に含まれる内容
① パネル（英訳費用含む）A2 サイズ１枚
② 専用ﾓﾆﾀｰ（20 ｲﾝﾁ相当）による情報展示
③ ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成
④ ﾌﾞｰｽ内ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 会期中 2 回（20 分/回）
⑤ A4 ｶﾀﾛｸﾞの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 部まで
⑥ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾉﾍﾞﾙﾃｨの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 個まで
⑦ 専用展示台（50cm×50cm、展示物輸送費込み）

出展料金： ５０万円

◆出展料金に含まれる内容
① パネル（英訳費用含む）A2 サイズ１枚
② 共用ﾓﾆﾀｰ（20 ｲﾝﾁ相当）による情報展示
③ ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成
④ ﾌﾞｰｽ内ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 会期中 2 回（20 分/回）
⑤ A4 ｶﾀﾛｸﾞの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 部まで
⑥ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾉﾍﾞﾙﾃｨの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 個まで
⑦ 専用展示台 なし

出展料金： ２５万円

◆出展料金に含まれる内容
① パネル（英訳費用含む）なし
② ブース内共通モニターによる情報展示
③ ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成
④ ﾌﾞｰｽ内ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 会期中 2 回（20 分/回）
⑤ A4 ｶﾀﾛｸﾞの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 部まで
⑥ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾉﾍﾞﾙﾃｨの輸送及びﾌﾞｰｽ内設置 1500 個まで
⑦ 専用展示台 なし

※②については、当初の出展プランから条件変更いたしました。

A2パネル

A2パネル

専用モニター

カタログ又は
展示物

展示台

共用モニター



出展応募方法

出展をご希望される方は、「PIARC国際冬期道路会議グダンスク大
会日本ブースの出展・協賛申込書」に必要事項をご記入の上、

平成29年9月15日（金）までにお申し込みください。

※展示内容等については、後日調整させていただきます。

お申し込み、お問い合わせ先

出展のお申し込み、お問い合わせは、下記までお願いいたします。

グラデュウス・マルチリンガルサービス株式会社
担当：山本/野村 E-mail：nomu@gradus.co.jp 
住所：〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302
TEL：011-717-8770 FAX：011-717-8772
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ＰＩＡＲＣ国際冬期道路会議グダンスク大会

日本ブースの出展・協賛申込書

提出期日：９月１５日（金）

出展団体名/企業名

ご担当者連絡先

（お名前）
（ご所属）
（連絡先）
（ＴＥＬ）
（E-mail）

希望される出展プラン

ご希望する出展プランに「○」をご記入ください。

（ ） Ａ：ゴールドスポンサー
（ ） Ｂ：シルバースポンサー
（ ） Ｃ：ブロンズスポンサー

（ ） 協賛のみ

希望される出展内容（す
でにご検討されている
場合はお知らせくださ
い。）

・展示物(模型等）ございましたら併せてご記入ください。

日本ブースへのご意見・
ご要望等

申込先

グラデュウス・マルチリンガルサービス(株) 担当：山本/野村 ／ E-mail： nomu@gradus.co.jp 

住所：〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302
TEL：011-717-8770 FAX：011-717-8772
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出展プラン別の準備について

ゴールドスポンサー

※技術紹介用パネルを基本とした展示案です。今後、各社の出展状況をお伺い
し、展示内容や展示スペースを調整させていただくことがあります。

出展プランの内容 ご用意いただく資料等 提出様式

①展示パネルA2サイズ1枚 展示パネルの原稿(日・英どちら
でも可）及び掲載図表、写真
※展示パネルは出展者様のご要望に可
能な限り対応します。（例：A1ｻｲｽﾞへの
変更等）

P21：展示パネ

ル・情報展示コン
テンツ確認票

②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成 パネルコンテンツの詳細情報等、
紹介する技術のデータ

③専用モニターによる情報展示 上映する映像コンテンツ又はプレ
ゼンテーションデータ P22：プレゼン

テーション・映像
素材事前確認票④プレゼンテーションスペースの利用 プレゼンテーション用のデータ

⑤専用展示台の利用
※展示物の国内指定倉庫から現地会場まで
の往復輸送費は事務局で負担

展示用の物品

P17：ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾎﾟﾝ
ｻｰ展示内容調査
票

⑥配布用カタログ・ノベルティ
※ブース内で配布するカタログやノベルティ
の国内指定倉庫から現地会場までの輸送費
用は事務局で負担

英文A4カタログ・ノベルティ
※仏語やポーランド語のカタログでも可
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展示台上のスペース

展示台

Sample

WEBSITE

Sample

展示パネルのイメージ

WEB掲載のイメージ

①展示パネル

基本プランではA2サイズ1枚の展示パネルを

作成します。ただし 、可能な限りご要望に沿い、

既存パネルの再利用等など、柔軟に対応い

たします。

③専用モニターによる情報展示

20インチ相当の専用モニターで、御社制作ビ

デオとポスター情報を詳細に説明するスライ

ドを自動再生します。

②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成

御社の情報等を説明文と写真・図表を使い、

パネルよりも詳しく（500字程度）説明します

④プレゼンテーションスペースの利用

会期中に2回（20分/回）ご利用いただけます。

⑥カタログ・ノベルティの配布

御社のカタログやノベルティを日本ブースオリ

ジナルバックに同封、又は展示スペースで配

布することができます。

⑤専用展示台の利用

50cm×50cm程度又は同等のスペース



出展プラン別の準備について

シルバースポンサー

※技術紹介用パネルを基本とした展示案です。今後、各社の出展状況をお伺い
し、展示内容や展示スペースを調整させていただくことがあります。

出展プランの内容 ご用意いただく資料等 提出様式

①展示パネルA2サイズ1枚 展示パネルの原稿(日・英どちら
でも可）及び掲載図表、写真

P21：展示パネ
ル・情報展示コン
テンツ確認票②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成 パネルコンテンツの詳細情報等、

紹介する技術のデータ

③共用モニターによる情報展示 上映する映像コンテンツ又はプ
レゼンテーションデータ P22：プレゼン

テーション・映像
素材事前確認票④プレゼンテーションスペースの利用 プレゼンテーション用のデータ

⑤専用展示台の利用 なし

⑥配布用カタログ・ノベルティ
※ブース内で配布するカタログやノベルティの
国内指定倉庫から現地会場までの輸送費用
は事務局で負担

英文A4カタログ・ノベルティ
※仏語やポーランド語のカタロ
グでも可

P18：ｼﾙﾊﾞｰｽﾎﾟﾝ
ｻｰ展示内容調査
票
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①展示パネル

基本プランではA2サイズ1枚の展示パネルを

作成します。ただし 、可能な限りご要望に沿い、

既存パネルの再利用等など、柔軟に対応い

たします。

③共用モニターによる情報展示

シルバースポンサー共用モニターとは、シル

バースポンサーの方のみが利用できる20イン

チ相当のモニターです。御社のプロモーション

動画や展示パネルの補足説明等に利用いた

だきます。

②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成

御社の情報等を説明文と写真・図表を使い、

パネルよりも詳しく（500字程度）説明します。

④プレゼンテーションスペースの利用

会期中に2回（20分/回）ご利用いただけます。

⑥カタログ・ノベルティの配布

御社のカタログやノベルテ ィを日本

ブースオリジナルバックに同封、又は

展示スペースで配布することができま

す。

展示板（バックボード）

Sample

WEBSITE

Sample

展示パネルのイメージ

WEB掲載のイメージ



出展プラン別の準備について

ブロンズスポンサー

※カタログとプレゼンテーションを基本とした展示案です。今後、各社の出展状況
をお伺いし、カタログ設置スペースを調整させていただくことがあります。

出展プランの内容 ご用意いただく資料等

①展示パネルA2サイズ1枚 なし

②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成 パネルコンテンツの詳細情報等、
紹介する技術のデータ P21：展示パネ

ル・情報展示コン
テンツ確認票③共通モニターによる情報展示 ②で作成した技術データと同じ

データ

④プレゼンテーションスペースの利用 プレゼンテーション用のデータ P22：プレゼン
テーション・映像
素材事前確認票

⑤専用展示台の利用 なし

⑥配布用カタログ・ノベルティ
※ブース内で配布するカタログやノベルティ
の国内指定倉庫から現地会場までの輸送費
用は事務局で負担

英文A4カタログ・ノベルティ

※仏語やポーランド語のカタログ
でも可

P19：ﾌﾞﾛﾝｽﾞｽﾎﾟﾝ
ｻｰ展示内容調査
票
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②ｳｪﾌﾞ掲載・情報展示用データ作成

御社の情報等を説明文と写真・図表を使い、詳

し く（500字程度）説明します。

④プレゼンテーションスペースの利用

会期中に2回（20分/回）ご利用いただけます。

⑥カタログ・ノベルティの配布

御社のカタログやノベルティを日本ブースオリ

ジナルバックに同封、又は展示スペースで配

布することができます。

③共通モニターによる情報展示

ウェブ掲載と同等のデータをインタラクティ

ブにタブレットを使い、会場で閲覧できます。

WEBSITE

Sample

WEB掲載のイメージ



今後のスケジュール

年月 説明会等日程 提出いただく資料・資材

２
０
１
７
年

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

２
０
１
８
年

1
月

2
月

■8月2日(水)
15：00~

出展説明会

■1月下旬（予定）
ブース運営説明会

日本ブースの出展・協賛
申込書(P12）／展示内容
調査票（P17～P19）／展
示パネル・情報展示コンテ

ンツ確認票(P21）
9月15日（金）

プレゼンテーション・映像
素材事前確認票(P22)

11月15日（日）

ご協賛金
お支払い
期限

12月31日
（日）
（予定）

展示品、展示カタロ
グ、ノベルティ等搬
送品のご提供
10月15日（日）

開催期間：2月20日（火）～23日（金）
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「展示パネル・情報展示コンテ
ンツ」のご提供（P21）

9月20日（水）



【提出様式】

ゴールドスポンサー 展示内容調査票

展示概要(簡単な
技術概要） （例：車載型路面塩分濃度センサーを活用した塩散布量最適化システム）

展示品について

※展示品は、写真
や図面なども併せ
てご提出ください。

展示品の名称
（製造番号）

数量 寸法（幅×奥行き×高さ：単位cm） 重量（Kg)

電源
（※会場供給電源は
TN-S 230/400V 
50HZ）

・必要（ ）
・不要（ ）

必要に○をつけた方は、必要電圧、容量、コンセント数を記入ください。
※会場規則では、電子展示機材はEU規格(CEマーク付き）準拠が求められてい
ます。

展示カタログ

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000部をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500部を上限にご用意ください。

ノベルティ

※ノベルティは、写
真や図面なども併
せてご提出くださ
い。

◆ノベルティの配布の有無
・予定している（ ）・予定していない（ ）

◆ノベルティの概要（例：除雪車のミニ
カー）

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000個をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500個を上限にご用意ください。

専用モニター

◆プレゼン内容：映像コンテンツの場合、内容・放映時間（概要をご記入ください。
※DVD又はCD-ROMはPAL形式で作成されたものをご用意ください。

展示パネル・情報
展示

◆詳細は、展示パネル・情報展示コンテンツ確認票（P21）にてご回答ください。

展示物の
現存価値（円）

展示品：
展示カタログ（単価）×（数量）：
ノベルティ（単価）×（数量）：

提出期日 9月15日（金）
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＜送信先・お問い合わせ先＞

団体・会社名

送
付
先

グラデュウス・マルチリンガルサービス（株）

担当：山本 ／ 野村

ご担当者名 E-mail: nomu@gradus.co.jp

E-mail 住所：札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302

TEL TEL: 0110717-8770  FAX: 011-717-8772



【提出様式】

シルバースポンサー 展示内容調査票

展示概要(簡単
な技術概要）

（例：車載型路面塩分濃度センサーを活用した塩散布量最適化システム）

展示カタログ

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000部をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500部を上限にご用意ください。

ノベルティ

※ノベルティは、
写真や図面など
も併せてご提出
ください。

◆ノベルティの配布の有無
・予定している（ ）・予定していない（ ）

◆ノベルティの概要（例：除雪車のミニカー）

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000個をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500個を上限にご用意ください。

共用モニター

◆プレゼン内容：映像コンテンツの場合、内容・放映時間・提供メディア（概要をご記入ください。）

展示パネル・情
報展示

◆詳細は、展示パネル・情報展示コンテンツ確認票（P21）にてご回答ください。

展示カタログ等
の現存価値(円）

展示カタログ（単価）×（数量）：
ノベルティ（単価）×（数量）：

提出期日 9月15日（金）
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＜送信先・お問い合わせ先＞

団体・会社名

送
付
先

グラデュウス・マルチリンガルサービス（株）

担当：山本 ／ 野村

ご担当者名 E-mail: nomu@gradus.co.jp

E-mail 住所：札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302

TEL TEL: 0110717-8770  FAX: 011-717-8772



【提出様式】

ブロンズスポンサー 展示内容調査票

技術概要等（(簡
単な技術概要）

（例：車載型路面塩分濃度センサーを活用した塩散布量最適化システム）

展示カタログ

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000部をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500部を上限にご用意ください。

ノベルティ

※ノベルティは、
写真や図面なども
併せてご提出くだ
さい。

◆ノベルティの配布の有無
・予定している（ ）・予定していない（ ）

◆ノベルティの概要（例：除雪車のミニカー）

◆日本ブースオリジナルバックで配布
・希望する（ ）・希望しない（ ）

〇ご希望される場合：
オリジナルバック数分1,000個をご用意ください。

〇展示スペースでの配布をご希望の場合：
1,500個を上限にご用意ください。

情報展示
◆詳細は、展示パネル・情報展示コンテンツ確認票（P21）にてご回答ください。

展示カタログ等
の現存価値(円）

展示カタログ（単価）×（数量）：
ノベルティ（単価）×（数量）：

提出期日 9月15日（金）
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＜送信先・お問い合わせ先＞

団体・会社名

送
付
先

グラデュウス・マルチリンガルサービス（株）

担当：山本 ／ 野村

ご担当者名 E-mail: nomu@gradus.co.jp

E-mail 住所：札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302

TEL TEL: 0110717-8770  FAX: 011-717-8772



●パネルのデザインイメージ
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●情報展示データのイメージ

パネルは、来訪者の興味を惹くように、紹介する技術等を端的に紹介する「見出し」
です。

※パネルイメージは最終案ではありません。

※ﾞイメージは最終案ではありません。

展示パネル・情報展示のタイトル

（技術名称、事業名、商品名など）

タイトルは英語に加え、仏語・ポーラ

ンド語で表記します。

写真・図表

ご紹介される技術等を、写真・図表等

で説明します。

サブタイトル

技術概要、キャッチコピーなど

説明文

ご紹介される技術等を簡潔に説明（200
字程度）します。

WEBSITE 情報展示のタイトル

英語表記の下段に、仏語・ポー

ランド語での表記を行います。

写真・図表

ご紹介される技術等を、パネ

ルより多くの写真・図表等で説

明します。

説明文

ご紹介される技術等のパネ

ルよりも詳細に説明（500字
程度）します。

パネルで興味を持った来訪者にさらに詳しく情報を提供します。

【提出様式】

展示パネル・情報展示コンテンツ確認票

WEB掲載のイメージ

展示パネルのイメージ



【提出様式】

展示パネル・情報展示コンテンツ確認票

①展示パネル・情報展示のタイトル（技術名称、事業名、商品名など）

和名

英訳（必須）

②サブタイトル（技術概要、キャッチコピーなど）

和文

英訳（必須）

③会社名、団体名

和名

英名（必須）

ロゴマーク
ロゴマークは、イラストレーターデータ又は画像データ（png、jpeg）でのご提供をお願いし
ます。画像データは、300dpi以上の解像度とさせていただきます。

④問い合わせ先（英語対応可能な連絡先をご記入ください。）

和文

英訳（必須）

URL http://

提出期日 9月15日（金）
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展示パネル・情報展示コンテンツ

●説明文：和文、英文どちらでも結構です。和文の場合は、事務局で翻訳いたします。
●説明用のシステム図、構造図、スペック、写真：図表２点程度、写真は4点程度。訴求点を端的に示すも
のをご提供ください。
※資料は可能な限りデジタルデータでのご提供をお願いします。
※図面、写真等の解像度は、300dpi以上とさせていただきます。
※パネルコンテンツに関する資料や論文等がございましたら。ご提供ください。

＜下記は9月20日（水）までにご提出ください。＞

＜送信先・お問い合わせ先＞

団体・会社名

送
付
先

グラデュウス・マルチリンガルサービス（株）

担当：山本 ／ 野村

ご担当者名 E-mail: nomu@gradus.co.jp

E-mail 住所：札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302

TEL TEL: 0110717-8770  FAX: 011-717-8772



【提出様式】

プレゼンテーション・映像素材事前確認票

◆専用モニター（ゴールドスポンサー）又は共用モニター（シルバースポンサー）で上映するコンテンツについて

上映するコンテンツのタイトル データの再生時間 コンテンツの提供メディア等

分

※DVDやCD-ROM等はPAL形式でご提
供ください。
※動画データは、MP4、AVI、WMV形式
でご提供ください。

【内容・概要】

プレゼンテーションのタイトル 時間（２０分以内） プレゼンテーションデータ

分

（ ）パワーポイントデータ
（ ）動画データ
※DVDやCD-ROM等はPAL形式でご提供くだ
さい。
※動画データは、MP4、AVI、WMV形式でご
提供ください。

【内容・概要】

【プレゼンテーションの方法】
（ ）御社の説明員がプレゼンテーションを行う。
（ ）事務局の説明員がプレゼンテーションを行う。（プレゼンテーションの英訳原稿を事前にご提供ください。）

（ ）ナレーション付の動画コンテンツを上映する。

◆プレゼンテーションスペースの利用を希望される場合は、下表に必要事項をご記入ください。

提出期日 11月15日(日)

22

＜送信先・お問い合わせ先＞

団体・会社名

送
付
先

グラデュウス・マルチリンガルサービス（株）

担当：山本 ／ 野村

ご担当者名 E-mail: nomu@gradus.co.jp

E-mail 住所：札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302

TEL TEL: 0110717-8770  FAX: 011-717-8772



出展における留意点

１．輸送について

・出展料には、国内指定倉庫から現地会場までの海上輸送の費用が含ま
れています。

・展示品等は、10月15日（日）までに遅延なく、所定の倉庫にお届けくださ
い。
（国内搬送先は、後日お知らせいたします。）

・上記以後の送付は、別途、空輸料金10kgあたり10万円以上の送料実費
を承ります。

・厳禁：現地会場へ直接の物品発送はご遠慮ください。
（展示会場への搬入は大会指定業者のみに限定されています。）

・木製品及び食品やコップ等直接口にするものは送付できません。
・輸送品はすべて通関前に開封して、確認します。
（通関で想定外の問題が発生し、遅延することを避けるためです。）

２．紹介技術等について
・御社の知的財産の保護に関わる配慮すべき点がありましたら、お知らせ
ください。
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お申し込み、お問い合わせ先

出展のお申し込み、お問い合わせは、下記までお願いいたします。

１．お申し込み及び展示物の内容・準備等に関する問い合わせ

グラデュウス・マルチリンガルサービス株式会社
担当：山本/野村 E-mail：nomu@gradus.co.jp 
住所：〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目 37山京ビル302
TEL：011-717-8770 FAX：011-717-8772

２．お支払等に関する問い合わせ

（公社）日本道路協会
担当： 安藤佑子
E-mail：ando@road.or.jp 
住所：〒100-8955 東京都千代田区霞ヶ関3-3-1 尚友会館７階
TEL：03-3581-2211（代表） FAX：03-3581-2232

各スポンサー様ご負担金のお支払い期日について

◆お支払い期日：１２月末日を予定しております
◆お支払い口座：後日別途お知らせいたします

ご負担金等について
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