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KOF2019の開催日時および場所について開催日時および場所についておよび場所について場所についてについて

開催日時および場所について

2019 年 11 月 8 日 金曜日 13:00-18:00

                 懇親会 18:30-20:30(中締め予定め予定予定)

2019 年 11 月 9 日 土曜日 11:00-18:00

開催場所について

大阪南港アジア太平洋トレードセンターアジア太平洋トレードセンタートレー企画者様総合案内ドセンター企画者様総合案内(ATC ITM 棟)10F デザインギャラリー企画者様総合案内および場所についてデザインショー企画者様総合案内ケー企画者様総合案内ス出展についてで

す。以下の以下のの開催日時および場所について ATC フロアガイドを参照してください。参照してください。してください。以下の

http  s  ://www.atc-co.com/guide/floor.php?tenant_area=2  3  

また、交通アクセスについては、交通アクセスについては、アクについてセス出展についてについては、交通アクセスについては、ATC の開催日時および場所について総合案内を参照してください。ご覧ください。覧ください。ください。以下の

http  s  ://www.atc-co.com/guide/access.ph  p  
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最寄り駅り駅駅(ニュー企画者様総合案内トラム　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅南港アジア太平洋トレードセンターポー企画者様総合案内トタウン線 トレー企画者様総合案内ドセンター企画者様総合案内前駅)から会場までの開催日時および場所について道順については当イベントについては当イベント

の開催日時および場所についてサイトより駅「アクセス」→「交通アクセス」をご覧ください。アクについてセス出展について」→「アクセス」→「交通アクセス」をご覧ください。交通アクセスについては、アクについてセス出展について」を参照してください。ご覧ください。覧ください。ください。以下の

https://www.k-of.jp/2019/access/

懇親会会場は、交通アクセスについては、KOF2019 と同じ建物同じ建物じ建物建物の配送について(ATC ITM 棟)6FF の開催日時および場所について、交通アクセスについては、Pier6F です。以下の

https://kof2019.peatix.com/ 

ブー企画者様総合案内ス出展について出展について

ブー企画者様総合案内ス出展についての開催日時および場所について広ささ

出展ブー企画者様総合案内ス出展についてに割り当てられているスペースはり駅当てられている荷物の配送についてス出展についてペー企画者様総合案内ス出展については 1800×450[mm]mm]の開催日時および場所について長机と椅子と同じ建物椅子 2 脚です。背面まではおよそです。以下の背面まではおよそまではおよそ 1 メー企画者様総合案内

トルの開催日時および場所について距離がありますので、長机を含めてがあり駅ますの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、長机と椅子を参照してください。含めてめ予定て 1800×1500 程度のスペースをお使いいただけます。の開催日時および場所についてス出展についてペー企画者様総合案内ス出展についてを参照してください。お使いいただけます。いいただけます。以下の

割り当てられているスペースはり駅当てられたス出展についてペー企画者様総合案内ス出展についてからはみだしたり駅しないように、交通アクセスについては、事前にレイアウトを参照してください。お考えください。えください。以下の

電源についてについて

各出展ブー企画者様総合案内ス出展についてには、交通アクセスについては、最低一つのつの開催日時および場所について AC100[mm]V]の開催日時および場所についてコンセントが用意されています。以下の

コンセントからブー企画者様総合案内ス出展についてまでは 5 メー企画者様総合案内トル程度のスペースをお使いいただけます。の開催日時および場所について距離がありますので、長机を含めてがあり駅ますの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、必要に応じてテーブルタップなどをご用意くに応じてテーブルタップなどをご用意くじ建物てテー企画者様総合案内ブルタップなどをご用意くなどを参照してください。ご覧ください。用意く

ださい。以下のなお、交通アクセスについては、この開催日時および場所についてコンセントの開催日時および場所について電源については、交通アクセスについては、隣接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機する荷物の配送についてブー企画者様総合案内ス出展についてと同じ建物共通アクセスについては、です。以下の会場では、交通アクセスについては、パソコンを参照してください。はじ建物め予定と同じ建物して多くの機くの開催日時および場所について機
器が接続されるため、電圧に変動があるかもしれません。が接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機続されるため、電圧に変動があるかもしれません。される荷物の配送についてため予定、交通アクセスについては、電圧に変動があるかもしれません。に変動があるかもしれません。がある荷物の配送についてかもしれませ先ん。以下の

また、交通アクセスについては、消費電力が大きい機器の使用は、ブレーカが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごが大きい機器が接続されるため、電圧に変動があるかもしれません。の開催日時および場所について使いいただけます。用は、交通アクセスについては、ブレー企画者様総合案内カが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごちて隣接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機ブー企画者様総合案内ス出展についてと同じ建物もども停電になる荷物の配送について恐れがありますのでごれがあり駅ますの開催日時および場所についてでご覧ください。
注意ください。以下の

電圧に変動があるかもしれません。変動があるかもしれません。や停電によって生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。停電によって生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。じ建物たトラブルについては、交通アクセスについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。ならび場所についてに会場は一つの切責任を負いません。を参照してください。負いません。いませ先ん。以下の

ネットワー企画者様総合案内クについてについて

今回は会場ネットワークにつきましては、無線は会場ネットワー企画者様総合案内クについてにつきましては、交通アクセスについては、無線 LAN を参照してください。用意しており駅ます。以下の有線 LAN を参照してください。ご覧ください。希望でございましたら、でご覧ください。ざいましたら、交通アクセスについては、

その開催日時および場所について旨ご連絡ください。また、スイッチングハブなどをご用意ください。ご覧ください。連絡ください。また、スイッチングハブなどをご用意ください。ください。以下のまた、交通アクセスについては、ス出展についてイッチングハブなどを参照してください。ご覧ください。用意ください。以下の

無線 LAN の開催日時および場所について設定情報は、当日配布致します。は、交通アクセスについては、当日配布致します。します。以下の

また，会場ネットワーク運用には最善の努力をいたしますが、不通となる可能性がありますことをご了承ください会場ネットワー企画者様総合案内クについて運用には最善の努力をいたしますが、不通となる可能性がありますことをご了承くださいの開催日時および場所について努力が大きい機器の使用は、ブレーカが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごを参照してください。いたしますが、交通アクセスについては、不通アクセスについては、と同じ建物なる荷物の配送について可能性がありますことをご了承くださいがあり駅ますこと同じ建物を参照してください。ご覧ください。了承くださいください。以下の

ネットワー企画者様総合案内クについて接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機続されるため、電圧に変動があるかもしれません。を参照してください。前提とした展示等は念のため代替手段をご用意ください。と同じ建物した展示について等は念のため代替手段をご用意ください。は念のため代替手段をご用意ください。の開催日時および場所についてため予定代替手段をご用意ください。を参照してください。ご覧ください。用意ください。以下の

なお、交通アクセスについては、会場の開催日時および場所についてネットワー企画者様総合案内クについてに影響を与える恐れのある機器は接続しないでください。を参照してください。与える恐れのある機器は接続しないでください。える荷物の配送について恐れがありますのでごれの開催日時および場所についてある荷物の配送について機器が接続されるため、電圧に変動があるかもしれません。は接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機続されるため、電圧に変動があるかもしれません。しないでください。以下の

ポス出展についてター企画者様総合案内などの開催日時および場所について掲示についてについて
壁へのポスター掲示につきましては、画鋲やテープはご使用になれません。当事務局よりオフィスピンを提供いへの開催日時および場所についてポス出展についてター企画者様総合案内掲示についてにつきましては、交通アクセスについては、画鋲やテープはご使用になれません。当事務局よりオフィスピンを提供いや停電によって生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。テー企画者様総合案内プなどをご用意くはご覧ください。使いいただけます。用になれませ先ん。以下の当事務局ならびに会場は一切責任を負いません。より駅オフィス出展についてピンを参照してください。提とした展示等は念のため代替手段をご用意ください。供いい
たしますの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、そちらを参照してください。使いいただけます。用する荷物の配送についてようお願いいします。以下の

窓などガラス面、金属面にポスターを掲示する場合、メンディングテープや養生テープなど、糊が残らないテープなどガラス出展について面まではおよそ、交通アクセスについては、金属面まではおよそにポス出展についてター企画者様総合案内を参照してください。掲示についてする荷物の配送について場合、交通アクセスについては、メンディングテー企画者様総合案内プなどをご用意くや停電によって生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。養生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。テー企画者様総合案内プなどをご用意くなど、交通アクセスについては、糊が残らないテープが残らないテープらないテー企画者様総合案内プなどをご用意く
の開催日時および場所について使いいただけます。用を参照してください。お願いいします。以下の

天井から吊るしてポスター掲示する場合、プラスチック製から吊るしてポスター掲示する場合、プラスチック製る荷物の配送についてしてポス出展についてター企画者様総合案内掲示についてする荷物の配送について場合、交通アクセスについては、プなどをご用意くラス出展についてチックについて製 S字フックとヒモをご利用ください。フックについてと同じ建物ヒモをご利用ください。を参照してください。ご覧ください。利用ください。以下の

出展準備および撤収についておよび場所について撤収についてについて
出展ブー企画者様総合案内ス出展について準備および撤収について可能日時および場所については、交通アクセスについては、以下のの開催日時および場所について通アクセスについては、り駅と同じ建物させ先ていただきます。以下の
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11/8(金)10:00-13:00(8、交通アクセスについては、9両日出展の開催日時および場所について方)

11/9(土)10:00-11:00(当日出展の開催日時および場所について方)

なお会場は準備および撤収について可能開始時および場所について刻まで施錠しております。まで施錠しております。しており駅ます。以下の

撤収についておよび場所について搬出の開催日時および場所について時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。は、交通アクセスについては、以下のの開催日時および場所について通アクセスについては、り駅と同じ建物させ先ていただきます。以下の

11/9(土)18:00-19:00(撤収について)

展示について企画における荷物の配送について準備および撤収についておよび場所について撤収については上記のスケジュールで行います。上記の時間以外は作業できませんのでごの開催日時および場所についてス出展についてケジュー企画者様総合案内ルで行についています。以下の上記のスケジュールで行います。上記の時間以外は作業できませんのでごの開催日時および場所について時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。以外は作業できませんのでごは作業できませんのでごできませ先んの開催日時および場所についてでご覧ください。
注意ください。以下の

台車にて搬入予定の方々は、にて搬入および搬出について予定の開催日時および場所について方々は、は、交通アクセスについては、ATC 内の開催日時および場所について、交通アクセスについては、バックについてヤー企画者様総合案内ドの開催日時および場所についてエレベー企画者様総合案内タを参照してください。、交通アクセスについては、またキャリー企画者様総合案内カが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごー企画者様総合案内ト等は念のため代替手段をご用意ください。手持ち荷物にて搬ち荷物の配送についてにて搬

入および搬出について予定の開催日時および場所について方は、交通アクセスについては、7号エレベータ、奥のエレベー企画者様総合案内タ、交通アクセスについては、奥のの開催日時および場所について No8〜No10エレベー企画者様総合案内タ使いいただけます。用の開催日時および場所について程、交通アクセスについては、よろしくお願いいします。以下の

ゴミは各自持ち荷物にて搬ち帰るよう、お願いします。る荷物の配送についてよう、交通アクセスについては、お願いいします。以下の

セミナー企画者様総合案内企画について

当日の開催日時および場所について進行についてについて

セミナー企画者様総合案内企画は自主企画の開催日時および場所についてため予定、交通アクセスについては、KOF 事務局ならびに会場は一切責任を負いません。の開催日時および場所についてス出展についてタッフによる荷物の配送について開始・終了の開催日時および場所について合図はありません。所定時間になはあり駅ませ先ん。以下の所について定時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。にな

り駅ましたら、交通アクセスについては、企画者側で開始してください。で開始してください。以下の

また終了については次枠企画の開催日時および場所についてス出展についてムー企画者様総合案内ス出展についてな開始の開催日時および場所についてため予定にも時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。厳守でお願いします。でお願いいします。以下の

開始/終了にあたり駅 KOF 事務局ならびに会場は一切責任を負いません。の開催日時および場所についてス出展についてタッフへの開催日時および場所について開始・完了報は、当日配布致します。告は不要です。は不要に応じてテーブルタップなどをご用意くです。以下の

会場内レイアウトについて
会場内の開催日時および場所について机と椅子・椅子については、交通アクセスについては、割り当てられているスペースは当時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。内での開催日時および場所について原状復帰るよう、お願いします。と同じ建物いう条件もありますので、レイアウトを変更せずにおもあり駅ますの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、レイアウトを参照してください。変更せずにおせ先ずにお
使いいただけます。いいただく方向でご利用お願いします。でご覧ください。利用お願いいします。以下の

また、交通アクセスについては、会場外は作業できませんのでごにご覧ください。ざいます什器が接続されるため、電圧に変動があるかもしれません。備および撤収について品等は念のため代替手段をご用意ください。の開催日時および場所について利用はご覧ください。遠慮ください。ください。以下の

セミナー企画者様総合案内企画の開催日時および場所について資料についてについて
セミナー企画者様総合案内企画の開催日時および場所について後、交通アクセスについては、ある荷物の配送についていは参加できなかった方々が、「後で資料が見たくなった」というケースは多いと思いまできなかった方々は、が、交通アクセスについては、「アクセス」→「交通アクセス」をご覧ください。後で資料についてが見たくなった」というケースは多いと思いまたくなった」と同じ建物いうケー企画者様総合案内ス出展については多くの機いと同じ建物思いまいま

す。以下のできれば、交通アクセスについては、セミナー企画者様総合案内企画で使いいただけます。用した資料についてを参照してください。 KOF2019 の開催日時および場所について登録ページにアップロードするか、または公開先のペー企画者様総合案内ジにアップなどをご用意くロー企画者様総合案内ドする荷物の配送についてか、交通アクセスについては、または公開先の開催日時および場所について

URL などを参照してください。貼っていただけると大変ありがたく思います。っていただける荷物の配送についてと同じ建物大変あり駅がたく思いまいます。以下の

ご覧ください。協力が大きい機器の使用は、ブレーカが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごの開催日時および場所についてほど、交通アクセスについては、宜しくお願い致します。しくお願いい致します。します。以下の

会場備および撤収について付備および撤収について品

各会場にはプなどをご用意くロジェクについてタおよび場所について PA（マイクとスピーカー）、無線マイクについてと同じ建物ス出展についてピー企画者様総合案内カが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごー企画者様総合案内）、交通アクセスについては、無線 LAN を参照してください。用意しています。以下の自由にご利用下さい。にご覧ください。利用下のさい。以下の

プなどをご用意くロジェクについてタの開催日時および場所について端子はアナログ D-sub15ピンもしくは HDMI です(一つの部変換アダプタ使用アダプなどをご用意くタ使いいただけます。用)。以下のただしプなどをご用意くロジェクについてタ

は機器が接続されるため、電圧に変動があるかもしれません。によっては相性がありますことをご了承くださいが悪い（＝調整に時間がかかる）可能性も有ります。その点ご了承ください。い（マイクとスピーカー）、無線＝調整に時間がかかる）可能性も有ります。その点ご了承ください。調整に時間がかかる）可能性も有ります。その点ご了承ください。に時および場所について間は、以下の通りとさせていただきます。がかかる荷物の配送について）可能性がありますことをご了承くださいも有り駅ます。以下のその開催日時および場所について点ご了承ください。ご覧ください。了承くださいください。以下の

Mac/近年の開催日時および場所についてモをご利用ください。バイル PC/タブレット等は念のため代替手段をご用意ください。ご覧ください。使いいただけます。用の開催日時および場所について方々は、におきましては、交通アクセスについては、各種変換アダプタ使用ケー企画者様総合案内ブルご覧ください。用意方よろしくお願いい

します。以下の

各会場には、交通アクセスについては、講師用の開催日時および場所について電源についてコンセントが用意されています。以下の講師席から若干離れていることがありますので、適から若干離がありますので、長机を含めてれている荷物の配送についてこと同じ建物があり駅ますの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、適
宜しくお願い致します。テー企画者様総合案内ブルタップなどをご用意くなどを参照してください。ご覧ください。用意ください。以下の

レー企画者様総合案内ザポインタ、交通アクセスについては、指し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用など、交通アクセスについては、プなどをご用意くレゼン向でご利用お願いします。けの開催日時および場所について小物の配送については用意しており駅ませ先んの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、必要に応じてテーブルタップなどをご用意くな場合は、交通アクセスについては、企画者側で開始してください。での開催日時および場所についてご覧ください。用
意を参照してください。お願いいします。以下の
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その開催日時および場所について他注意事項

当日の開催日時および場所についてお問い合わせ先い合わせ先先

当日ご覧ください。不明な点などありましたら、な点ご了承ください。などあり駅ましたら、交通アクセスについては、10F 展示について会場受付までお問い合わせ先い合わせ先ください。以下の会場である荷物の配送について ATC、交通アクセスについては、大阪デザ

インセンター企画者様総合案内、交通アクセスについては、テックについてス出展について等は念のため代替手段をご用意ください。へ直接するブースと共通です。会場では、パソコンをはじめとして多くの機問い合わせ先い合わせ先る荷物の配送についてこと同じ建物はご覧ください。遠慮ください。ください。以下の

会期中、交通アクセスについては、KOF 事務局ならびに会場は一切責任を負いません。の開催日時および場所についてス出展についてタッフはス出展についてタッフ T シャツを着用しております。を参照してください。着用しており駅ます。以下の

会場からの開催日時および場所についてお願いい
会場近隣には土曜日も含めてめ予定通アクセスについては、常業できませんのでご務中の開催日時および場所について会社があります。今回は公共スペースの一角を会場として利用してがあり駅ます。以下の今回は会場ネットワークにつきましては、無線は公共ス出展についてペー企画者様総合案内ス出展についての開催日時および場所について一つの角を会場として利用してを参照してください。会場と同じ建物して利用して
いる荷物の配送についてこと同じ建物もあり駅、交通アクセスについては、全体として一般的なマナー（会場外に多人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙のと同じ建物して一つの般的なマナー（会場外に多人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙のなマナー企画者様総合案内（マイクとスピーカー）、無線会場外は作業できませんのでごに多くの機人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙ので集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙のまらない、交通アクセスについては、走らない、騒がない、喫煙・禁煙のらない、交通アクセスについては、騒がない、喫煙・禁煙のがない、交通アクセスについては、喫煙・禁煙の開催日時および場所について
区別を守る等）を心がけていだだきますようお願いします。を参照してください。守でお願いします。る荷物の配送について等は念のため代替手段をご用意ください。）を参照してください。心がけていだだきますようお願いします。がけていだだきますようお願いいします。以下の

企画参加できなかった方々が、「後で資料が見たくなった」というケースは多いと思いま者の開催日時および場所について皆さんへの周知もどうぞよろしくお願いします。さんへの開催日時および場所について周知もどうぞよろしくお願いします。もどうぞよろしくお願いいします。以下の

会場内は禁煙です。以下の喫煙は指し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用定の開催日時および場所について場所についてで行についてってください。以下の

天災、交通アクセスについては、その開催日時および場所について他不可抗力が大きい機器の使用は、ブレーカが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごにより駅発生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。した事故（マイクとスピーカー）、無線盗難、交通アクセスについては、紛失、交通アクセスについては、火災、交通アクセスについては、損傷など）について事務局は責任を負いかねまなど）について事務局ならびに会場は一切責任を負いません。は責任を負いません。を参照してください。負いません。いかねま
すの開催日時および場所についてで、交通アクセスについては、出展者側で開始してください。において保険をかけるなどの処置を取ってください。を参照してください。かける荷物の配送についてなどの開催日時および場所について処置を取ってください。を参照してください。取ってください。ってください。以下の

出展者またはその開催日時および場所について関係者の開催日時および場所について行について為によって発生した事故または損傷については、当該出展者の責任となります。によって発生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。した事故または損傷など）について事務局は責任を負いかねまについては、交通アクセスについては、当該出展者の開催日時および場所について責任を負いません。と同じ建物なり駅ます。以下の

法律で禁止されている行為、公序良俗に反する行為は禁止とさせていただきます。で禁止されている行為、公序良俗に反する行為は禁止とさせていただきます。されている荷物の配送について行について為によって発生した事故または損傷については、当該出展者の責任となります。、交通アクセスについては、公序良俗に反する行為は禁止とさせていただきます。に反する行為は禁止とさせていただきます。する荷物の配送について行について為によって発生した事故または損傷については、当該出展者の責任となります。は禁止されている行為、公序良俗に反する行為は禁止とさせていただきます。と同じ建物させ先ていただきます。以下の

会期中は、交通アクセスについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。や停電によって生じたトラブルについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。会場の開催日時および場所についてガー企画者様総合案内ドマンからの開催日時および場所について指し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用示についてに従ってください。ってください。以下の

搬入および搬出についておよび場所について搬出について

宅配便による荷物の配送についてによる荷物の配送について荷物の配送についての開催日時および場所について配送についてについて

会場である荷物の配送について ATC の開催日時および場所について貨物の配送について配送については、交通アクセスについては、一つの括して会場の物流センターが管理しています。これにより指定業者による搬して会場の開催日時および場所について物の配送について流センターが管理しています。これにより指定業者による搬センター企画者様総合案内が管理しています。これにより指定業者による搬しています。以下のこれにより駅指し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用定業できませんのでご者による荷物の配送について搬

入および搬出について出が可能です。以下の

物の配送について流センターが管理しています。これにより指定業者による搬センター企画者様総合案内で利用可能な宅配便による荷物の配送について業できませんのでご者は「アクセス」→「交通アクセス」をご覧ください。佐川急便による荷物の配送について」および場所について「アクセス」→「交通アクセス」をご覧ください。ヤマト運輸」です。」です。以下の

会場では宅配業できませんのでご者の開催日時および場所について費用精算ができません。荷物の搬入は元払いのみとさせて頂きます。ができませ先ん。以下の荷物の配送についての開催日時および場所について搬入および搬出については元払いのみとさせて頂きます。いの開催日時および場所についてみと同じ建物させ先て頂きます。きます。以下の

荷物の配送についての開催日時および場所について搬出は着払いのみとさせて頂きます。いの開催日時および場所についてみと同じ建物させ先て頂きます。きます。以下の着払いのみとさせて頂きます。いで受け取ってください。る荷物の配送について処理しています。これにより指定業者による搬の開催日時および場所についてできない法人の開催日時および場所について方につきましては、交通アクセスについては、指し棒など、プレゼン向けの小物は用意しておりませんので、必要な場合は、企画者側でのご用定
業できませんのでご者による荷物の配送について、交通アクセスについては、貴社があります。今回は公共スペースの一角を会場として利用して向でご利用お願いします。け伝票を荷物に貼付するようお願いします。を参照してください。荷物の配送についてに貼っていただけると大変ありがたく思います。付する荷物の配送についてようお願いいします。以下の

搬入および搬出について時および場所についての開催日時および場所について宛先は、交通アクセスについては、以下のの開催日時および場所について住所について宛に 11/7(木)午前着(元払いのみとさせて頂きます。い)にて送について付いただくようにお願いいします。以下の

なお、交通アクセスについては、確実にブースに届けることが出来るよう、該当ブース名、参加団体名等、追記いただきますよう、ご協力をにブー企画者様総合案内ス出展についてに届けることが出来るよう、該当ブース名、参加団体名等、追記いただきますよう、ご協力をける荷物の配送についてこと同じ建物が出来るよう、該当ブース名、参加団体名等、追記いただきますよう、ご協力をる荷物の配送についてよう、交通アクセスについては、該当ブー企画者様総合案内ス出展について名、交通アクセスについては、参加できなかった方々が、「後で資料が見たくなった」というケースは多いと思いま団体として一般的なマナー（会場外に多人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙の名等は念のため代替手段をご用意ください。、交通アクセスについては、追記のスケジュールで行います。上記の時間以外は作業できませんのでごいただきますよう、交通アクセスについては、ご覧ください。協力が大きい機器の使用は、ブレーカが落ちて隣接ブースともども停電になる恐れがありますのでごを参照してください。
お願いいします。以下の

本ドキュメントの末尾に定形フォーマット例を添付しております。ご自由に利用ください。ドキュメントの開催日時および場所について末尾に定形フォーマット例を添付しております。ご自由に利用ください。に定形フォーマット例を添付しております。ご自由に利用ください。フォー企画者様総合案内マット例を参照してください。添付しており駅ます。以下のご覧ください。自由にご利用下さい。に利用ください。以下の

(表示について例)

関西オープンフォーラム・前日 オー企画者様総合案内プなどをご用意くンフォー企画者様総合案内ラム・前日 (7 日午前) 搬入および搬出について品

出展団体として一般的なマナー（会場外に多人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙の名： ユー企画者様総合案内ザ会の開催日時および場所について

責任を負いません。者氏名： 代表者さん　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅　南港ポートタウン線 トレードセンター前駅

出展ブー企画者様総合案内ス出展について番号エレベータ、奥の：(ブー企画者様総合案内ス出展についてエリア A-D) - ) - 番号エレベータ、奥の

荷物の配送について番号エレベータ、奥の：x個目（マイクとスピーカー）、無線全y個中）

送について付先
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ATC ITM10階デザインギャラリー気付 デザインギャラリー企画者様総合案内気付 KOF2019宛

荷物の配送についての開催日時および場所について配送についてに関する荷物の配送についてトラブルについては、交通アクセスについては、事務局ならびに会場は一切責任を負いません。ならび場所についてに会場は一つの切責任を負いません。を参照してください。負いません。いませ先ん。以下の貴重品などは送についてらな
いでください。以下の

宅配便による荷物の配送についてによる荷物の配送について荷物の配送についての開催日時および場所について発送についてについて、交通アクセスについては、配送について状況を確認したい場合は、必要に応じてラベルの伝票番号を参照してください。確認したい場合は、必要に応じてラベルの伝票番号したい場合は、交通アクセスについては、必要に応じてテーブルタップなどをご用意くに応じてテーブルタップなどをご用意くじ建物てラベルの開催日時および場所について伝票を荷物に貼付するようお願いします。番号エレベータ、奥の(問い合わせ先い合わ

せ先番号エレベータ、奥の)を参照してください。メモをご利用ください。する荷物の配送についてなどしてください。以下の

会場の開催日時および場所について都合上、交通アクセスについては、搬出は月曜を参照してください。予定しており駅ます。以下のまた、交通アクセスについては、宅配業できませんのでご者が Web に配送について情報は、当日配布致します。を参照してください。掲載するのは、月曜午後する荷物の配送についての開催日時および場所については、交通アクセスについては、月曜午後

以降と思われます。と同じ建物思いまわれます。以下の

その開催日時および場所について他、交通アクセスについては、質問い合わせ先などあり駅ましたら、交通アクセスについては、必ず関西オープンフォーラム・前日 オー企画者様総合案内プなどをご用意くンフォー企画者様総合案内ラム事務局ならびに会場は一切責任を負いません。を参照してください。通アクセスについては、していただくようお願いいします。以下のATCへ
の開催日時および場所について問い合わせ先い合わせ先はご覧ください。遠慮ください。下のさい。以下の

宅配便による荷物の配送について表示についてラベルフォー企画者様総合案内マット例

  関西オープンフォーラム・前日 オー企画者様総合案内プなどをご用意くンフォー企画者様総合案内ラム 11月 7日午前搬入および搬出について品

  出展団体として一般的なマナー（会場外に多人数で集まらない、走らない、騒がない、喫煙・禁煙の名 [                                                  ]

  責任を負いません。者氏名 [                                                  ]

  出展ブー企画者様総合案内ス出展について番号エレベータ、奥の [                     -                      ]

  荷物の配送について番号エレベータ、奥の [          ]個目 （マイクとスピーカー）、無線全[            ]個中）
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