
＜アクセス＞
■ゆりかもめ  国際展示場正門前駅（下車徒歩約3分）
■りんかい線  国際展示場駅（下車徒歩7分）
■水　上　バ　ス  有明客船ターミナル（下船徒歩約2分）
■路　線　バ　ス  浜松町→ビッグサイト 約40分
　　　　　　  門前仲町→豊洲→ビッグサイト 約30分
　　　　　　  東京駅八重洲口→豊洲→ビッグサイト 約40分
　　　　　　  東京駅丸の内南口→ビッグサイト 約40分
■首都高速道路  台場・有明・豊洲出口から約5分

株式会社　東京ビッグサイト
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
　　　　　　　TEL：03（5530）1111（代表）
　　　　　　　FAX：03（5530）1222

■会場についてのお問い合わせ■

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-6 MURATOKU BUILDING 2階
 TEL.03（3866）9543（代表） FAX.03（3851）7354

（URL）http://www.tokanki.or.jp （E-mail）jimukyoku@tokanki.or.jp

東京管工機材商業協同組合

事務局■第49回 管工機材・設備総合展実行委員会

共催 東京管工機材商業協同組合　東京都　東京都管工事工業協同組合　全国管工機材商業連合会　全国管工事業協同組合連合会
後援 東京商工会議所　東京都中小企業団体中央会　神奈川管工機材商組合　山梨県管工機材商組合　埼玉県管工機材商組合　

茨城県管工機材商組合　千葉県管工機材商組合　三多摩管工事協同組合

日時：平成29年 8月1日（火）～3日（木）
午前10時～午後5時（最終日も午後5時）

会場：東京国際展示場 東京ビッグサイト 東3ホール

2016年10月25日作成



　謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は当組合事業に対しまして格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当組合主催によります恒例の「第49回管工機材・設備総合展」が、来る8月1日（火）～3日

（木）の3日間にわたり、東京ビッグサイト（東京国際展示場）東3ホールにおいて開催いたす運びとな

りました。

　本展示会は東京都管工事工業協同組合と共催で行い、1年毎に両組合で担当を交代する形で運営して

おりますが、今回は東京管工機材商業協同組合が担当いたします。

　本展示会を顧みますと、昭和42年5月、東京都立産業会館大手町館において、組合創立20周年を記念

して第1回を開催して以来、会場もその後東京都立産業会館台東館、東京都立産業会館浜松町館、東京

ビッグサイトへと変わりましたが、回を重ねて規模を拡大し今回で49回を迎えるに至りました。これも

ひとえに出品企業並びに賛助会員の皆様をはじめとする関係各位の絶大なるご支援、ご協力の賜とあら

ためて感謝申し上げる次第でございます。

　我が業界では、東日本大震災を経て「環境・省エネ」「健康・快適」「安全・安心」へと重点が移って

きております。こうした状況下において「工・製・販」の関係各位が一丸となって多くのユーザーの皆様

へより良い製品をお届けすることがますます重要になっております。

　今回のキャッチコピー「すばらしい地球！ 限りある資源！ 大切にしよう自然の恵み」は水と空気とエ

ネルギーを大切にしようというテーマを織り込んだものを組合員から募集し、応募作品344点の中から

選びました。今の暮らしと経済活動を支えている技術、アイディアを一堂に結集し、その素晴らしさを再

認識できる場にしたいと考えております。

　賛助会員はじめ関連メーカー、商社の皆様におかれましては、本展示会の意図するところをご理解い

ただきまして、この機会に御社の優れた製品をご紹介いただきますと共に、ユーザーの方々との情報交

換を通じ市場開拓と販路の拡大の場として大いにご活用いただきたくご案内申し上げます。

　

　平成29年1月吉日

東京管工機材商業協同組合

理　　　事　　　長　　橋　本　政　昭

総合展実行委員長　　倉　地　　　順

第49回  管工機材・設備総合展

「すばらしい地球！ 限りある資源！
　　　　　 大切にしよう自然の恵み」

ごあいさつ

開場式（テープカット）理事長挨拶

展示会場

セミナー会場 お楽しみ大抽選会

第47回管工機材・設備総合展（2015.7.28～7.30）

来場者受付



開催要領

第49回 管工機材・設備総合展

すばらしい地球！ 限りある資源！ 大切にしよう自然の恵み

管工機材及び関連設備機器の普及宣伝と優秀製品への啓発を図ることにより、商品販路の拡大、需要の創造・開
発並びに製造、販売及び施工間の技術交流等の一助とし、あわせて関連産業の振興発展に寄与する。

東京管工機材商業協同組合
東京都／東京都管工事工業協同組合／全国管工機材商業連合会／全国管工事業協同組合連合会

東京商工会議所／東京都中小企業団体中央会／神奈川管工機材商組合／山梨県管工機材商組合
埼玉県管工機材商組合／茨城県管工機材商組合／千葉県管工機材商組合／三多摩管工事協同組合

塩化ビニル管・継手協会／日本金属継手協会／東京都機械工具商業協同組合／日本水道鋼管協会／一般社団法人
日本空調衛生工事業協会／公益社団法人日本水道協会／一般社団法人日本バルブ工業会／一般社団法人東京空調
衛生工業会／一般社団法人日本銅センター／架橋ポリエチレン管工業会／商工経済新聞社／日本水道新聞社／
日本設備工業新聞社／水道産業新聞社／水と生活新聞社

平成29年8月1日（火）～3日（木）の3日間
午前10時～午後5時（最終日も午後5時です）

東京ビッグサイト（東京国際展示場）東3ホール（8,670G、340小間予定）
〒135-0063　東京都江東区有明3-10-1　TEL：03（5530）1111（大代表）

各種優秀管工機材ならびに関連設備機器で、産業用諸施設、上下水道施設及び住宅設備など職住環境の改善、向
上に役立ち、省資源、省力化を目指す啓発的な意義のあるもの。
●パイプ、継手、バルブ、コック、給排水器具、ポンプ、衛生陶器、その他配管材料
●空調・冷暖房機器、給湯機器、浴槽、洗面化粧台、厨房設備、ソーラーシステム
●貯・受水槽、汚水処理装置、消火装置、換気装置、浄化槽
●配管用機械・工具、計測器、パイプ清浄器、工事用副資材等

上・下水道、公団等の官公庁関係者／設計、建築、設備、保守等の関係者および各業者／住設、水道、衛生、空
調等の機材機器販売および施工業者／産業プラント関連の設計、施工業者、工場の資材購入担当者／上記の各関
連団体および大学、官公庁等の研究機関および一般ユーザー等の見学者

関係諸官公庁および後援団体への招待状発送／組合員、賛助会員、管工事業者、後援団体への宣伝ポスターおよ
び案内状、招待状の配布／業界紙への紙面広告等により一般に周知徹底をはかるなどPR活動を行います。

一般公開（入場無料）

福引抽選会によるお楽しみ抽選会

第49回 管工機材・設備総合展実行委員会
東京管工機材商業協同組合
〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-7-6 MURATOKU BUILDING 2階
TEL：03（3866）9543（代表）　FAX：03（3851）7354
（URL）http://www.tokanki.or.jp
（E-mail）jimukyoku@tokanki.or.jp

 1 . 名　　称
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 13 . 催　　物

 14 . 事　務　局
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出品および展示小間

900mm

小間番号 出品番号

200mm 001 株式会社DEF

サイドパネルバックパネルパラペット

1980
990

2700

2970

2970

300

社名板

株式会社ABC

株式会社DEF

※カーペットは敷いておりません。

出品内容
●パイプ、継手、バルブ、コック、給排水器具、ポンプ、衛生陶器、その他配管材料
●空調・冷暖房機器、給湯機器、浴槽、洗面化粧台、厨房設備、ソーラーシステム
●貯・受水槽、汚水処理装置、消火装置、換気装置、浄化槽
●配管用機械・工具、計測器、パイプ清浄器、工事用副資材等

小間数
東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）東3ホールにて340小間程度を設営予定

小間の大きさ（基礎小間）
1小間　W2,970×D2,970×H2,700（mm）
ただし、部材の関係により、多少狭くなる場合がございます
ので間口いっぱいの物を持ち込まれる場合は、事前にお問い
合わせ下さい。

基礎小間形態
ご希望により、会議テーブル（W1,800×D450）：2台、
パイプ椅子：1脚を設置いたします。なお、事前にお申し込
み下さい。

出品料金（税別）
 　　　1小間･････¥250,000（割引率0％）   6小間･････¥1,380,000（割引率8％）
 　　　2小間･････¥485,000（割引率3％）   7小間･････¥1,610,000（割引率8％）
 　　　3小間･････¥712,500（割引率5％）   8小間･････¥1,800,000（割引率10％）
 　　　4小間･････¥950,000（割引率5％）   9小間･････¥2,025,000（割引率10％）
 　　　5小間･･･¥1,187,500（割引率5％） 10小間･････¥2,250,000（割引率10％）

 　　　1小間･････¥275,000（割引率0％）   6小間･････¥1,518,000（割引率8％）
 　　　2小間･････¥533,500（割引率3％）   7小間･････¥1,771,000（割引率8％）
 　　　3小間･････¥783,750（割引率5％）   8小間･････¥1,980,000（割引率10％）
 　　　4小間･･･¥1,045,000（割引率5％）   9小間･････¥2,227,500（割引率10％）
 　　　5小間･･･¥1,306,250（割引率5％） 10小間･････¥2,475,000（割引率10％）
 ※小間指定の場合、指定料として、別途上記の5％申受けます。
 　指定については、7頁記載の「指定の注意事項」をご参照下さい。

基礎小間の装飾
基礎小間は、システムパネル（オクタノルム）で設置いたします。システムパネルの仕様は、4mmベニア板パネル・白色でビニー
ルコーティング仕上げとなります。システムパネルへ直接、釘・ビス・接着剤等・打込み・ねじ込及び経師紙の貼付はできません
のでご注意願います。

社名表示について
白のスチレンボードに社名は墨で表示。書体はゴシック体で統一します。

主催者側であらかじめ定められた規格サイズ及び仕様のシステムパネル、パラペット、社名板は主催者側で負担します。
規格以外の物については出品者負担とします。角小間の場合、原則として通路側のパネルは設けず、2面解放となります。また、
2小間以上連続して小間をとられる場合、小間内の間仕切りパネルは設けません。島小間の場合はスペース渡しとなります。

小間の割り当て
指定以外の小間について、出品物の内容、申し込み社数、小間数等を勘案し、主催者で小間割を決定いたします。（今回も業種グル
ープを設定せず、フリーとしております。また、観覧方法を回廊式とし、順路を設けることとしております。あらかじめご了承下さい。）

賛 

助 

会 

員

賛
助
会
員
以
外
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会場設営

指定展示業者
有限会社　アイズ・プロダクション
〒130-0026　東京都墨田区両国1-10-4-201
TEL：03（3634）2788　FAX：03（5875）2855
（担当）井沢京太郎,  本橋　誠

基礎小間の設営
●基礎小間は7月30日（日）に設営します。

付加装飾
有限会社　アイズ・プロダクション
〒130-0026　東京都墨田区両国1-10-4-201
TEL：03（3634）2788　FAX：03（5875）2855
（担当）井沢京太郎,  本橋　誠

電気供給幹線工事
飯田電機工業株式会社
〒136-0082　東京都江東区新木場1-8-21
TEL：03（3521）3522　FAX：03（3521）3699
（担当）太田優輝,  佐藤賢二

給排水・LPガス工事
給排水・ガスの館内の取り出し口から、小間までの供給配管工事は事務局側で行います（有料）が、ガス工事に当たっては、（株）
東京ビッグサイト（TEL：03（5530）1111）サービス課と十分にご相談下さい。

裸火仕様
「裸火仕様」「危険物品の持込」「喫煙」は禁止行為で、行うためには一定条件のもと、解除申請が必要です。詳しくは、出品者説
明会で配布します「出展の手引」をご参照下さい。

事故防止及び責任
●出品者は、出品物の搬入出、展示、実演、撤去等に対して事故発生の防止に努めて下さい。
●事務局は、出品者が行うこれらの作業において必要と認めた時は、事故発生防止のため処置を命じ、その作業の制限、もしくは
中止をもとめることがあります。

●出品者自身の行為によって発生した事故または損傷については、当該出品者の責任となります。
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出品物の搬入・搬出

搬入日
平成29年7月30日（日）
午前8時～午後8時（残業可）
基礎小間の設営を必要としない出品者の
装飾作業の場合は、7月30日（日）午後1時
から可能です。

搬出日
平成29年8月3日（木）
展示会終了後　午後5時～午後11時

搬出入口
東京ビッグサイト・東3ホール裏の
搬出入口をご使用下さい。

搬出入の駐車
車輌動線・待機場所等は、概ね1ヶ月前に決定します。
原則として、東1ゲートを利用して搬入して下さい。
搬入の終わった車両は速やかに移動するようお願いします。
会場近くでの車の止め置きは、臨時駐車場（有料）をご利用下さい。
会期中会場内トラックヤードに車両の止め置きはできません。

自動車による搬出入の経路ご案内
第49回　管工機材・設備総合展
東京ビッグサイト　東3ホール　会場全体図

東3展示場・会場概要
会場の面積　展示面積8,670G
建築構造　鉄筋コンクリート造
床構造　コンクリート
床面耐重量　5t/G
天井高　17-31m
天井照明　平均400ルクス以上
その他設備　主催者事務室、商談室、休憩更衣室、共用設備（救護室等）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20時

7/30（日）

31（月）

8/1（火）

2（水）

3（木）

●展示会日程表

13:00

13:00

出品者工事主催者工事

8:00

9:00 9:30
開館

9:00
開 館

出品者工事・商品搬入日
出品者工事

10:00
オープン

10:00
オープン

10:00
オープン

開　場

開　場

9:00
開 館

17:00
クローズ

17:00
クローズ

17:00
クローズ

23:00
開　場 搬出・撤去

20:00商品搬入
（一部主催者工事も行います。）
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展示場の管理

出品者名簿（ガイドブック）その他
事務局で出品展示内容を紹介した出品者名簿（A4判）を作成し、希望する来場者に配布します。

招待券等
招待券（福引引換券付）、ポスター（サイズA2）につきましては原則として希望枚数を出品者に無償で配付します。ご希望の枚数を
出品申込書の所定欄にご記入下さい。

来場者福引抽選会
来場者には抽選により豪華景品のラッキープレゼントを実施します。

実施細則
●この要項に掲げた事項について必要とする詳細な事項は別に実施細則を定め、小間割決定後の出品者説明会（5月15日（月）開
催予定）で説明いたします。

●各種申込用紙等（装飾関係通知書、電灯・電力工事設計図、他）は出品申込み受付後、郵送又は説明会の席上でお渡しいたしま
すので、期限内に所要の手続きを完了して下さい。

飲食
東展示場内には、次の食堂があります。
●東京ベイキッチン（東展示棟2F）
●ロイヤルキャフェテリア（東展示棟2F）
●築地食堂　源ちゃん（東展示棟2F）
●カレーショップC&Cダイニング（東展示棟2F）
●香港飲茶楼　ル・パルク（東展示棟3F）
　この他、コンビニエンスストア「ファミリーマート」があります。
　東京ビッグサイト内の各食堂・売店共通のプリペイドカードを東京ビッグサイトエントランスホール内サービスコーナーで販売
　しております。

駐車設備
●駐車場（有料）に限りがございますので、会場への自家用車・二輪車でのご来場はなるべくご遠慮下さい。
●会期中は、“ゆりかもめ”の混雑が予想されますので、りんかい線、水上バス、路線バスもご利用下さい。
●会場周辺駐車場は東棟地下駐車場（191台）、会議棟地下駐車場（62台）、西棟屋外駐車場（308台/最大時）となり、いずれも
有料となります。

●事務局は、最善の注意をもって会場の保全管理にあたります。
●各社小間内の出品物の保護については、出品者自身で行って下さい。また、天災、その他不可抗力の原因により発生した事故
（盗難、紛失、火災、損傷等）については、事務局はその損傷、賠償の責任を負いません。

●出品者は出品物の輸送および展示期間中の保護については、必要に応じて保険をかけるなどの適当な対策を講じて下さい。

展示会の運営
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規制等

出品者説明会

出品者名の表示
出品者名を表示するときは製造者名（それに準ずる平常使用されているネーム）であることを厳守して下さい。

出品物の交換制限
会期中の出品物の差替えはできるだけご遠慮下さい。差替えを要する場合は事務局へお届け願います。

拡声器、VTR、スライドの使用
商品説明用としての拡声器、VTR、スライドその他音声の発するものは、とくに隣接の小間の迷惑にならないようボリュームに十
分気をつけてご使用願います。

商談机
商談机は小間内に設けて下さい。

即売行為の制限
出品関連商品の即売行為はご遠慮願うことになっております。

喫　煙
東京ビッグサイト展示場内は東京都火災予防条例により、禁煙となっています。また、小間内での喫煙は一切禁止です。
喫煙は所定の喫煙所をご利用下さい。

その他
本誌掲載以外に下記の出品者説明会において配付する「出展の手引」の諸事項を遵守して下さい。

「出展の手引」を配布し、展示会についての詳しい説明会を行います。万障、お繰り合わせの上、ご参加下さるようお願いします。

1. 日　　時　5月15日（月）　午後3時から
2. 場　　所　明治記念館
　　　　　　 東京都港区元赤坂2-2-23　TEL.03-3403-1171

 ● 250台収容駐車場完備
 ● JR（中央・総武線）信濃町駅下車徒歩3分
 ● 営団地下鉄（銀座線・半蔵門線）青山1丁目駅下車徒歩6分
 ● 都営地下鉄（大江戸線）国立競技場駅下車徒歩6分
 ● 都バス「権田原・明治記念館前」下車徒歩1分（品97）新宿駅西口～品川車庫前

6



出品申込要領

出品料金（税別）
 

※小間指定の場合、指定料として、別途上記の5％を申受けます。（円未満の端数については切捨て）
※別途消費税を申受けます
※指定の注意事項
　指定は2小間以上の申込に限ります。但し、2月1日以降は1小間についての指定も受付いたします。
　中央の通路沿いの小間については、背中合わせの指定はできません。横一列だけです。
　（小間番号033～037と312～316、080～084と264～268、127～131と219～223、174～175）
　指定は先着順としますので指定する場合、組合ホームページに掲載しております指定小間割状況をご参照のうえ事務局に空き状
　況をご照会下さい。
　小間番号196～199、328～337、338～340は指定外となりますのであらかじめご了承下さい。

申込手続
所定の出品申込書用紙（当出品案内に添付）に必要事項をご記入の上、FAXにて下記へお申し込み下さい。

申込先
〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-7-6　MURATOKU BUILDING 2階
東京管工機材商業協同組合
第49回 管工機材・設備総合展事務局
TEL：03（3866）9543（代表）　FAX：03（3851）7354
（E-mail）jimukyoku@tokanki.or.jp

申込締切り
平成29年3月24日（金）まで
※ただし、予定小間数満了次第、締め切らせていただきますので、早めにお申し込み下さい。

出品料納付
申込書を受付後、請求書を送付しますので5月末日までにお振込下さい。
出品料等のご送金の場合の振込手数料は振込人のご負担でお願いいたします。

出品申込後の取消し
（1）出品申込後の小間の取消し、変更は原則として認めないものとします。
（2）申込者の都合により、小間の取消しまたは変更があった場合には、申込者はその旨を事務局宛に書面により通知して下さい。

なお、その際には、出品小間料金全額に相当する金額をキャンセル料として、申し受けますので、あらかじめご了承下さい。

展示会開催の変更及び中止
（1）主催者は、天災地変その他不可抗力その他主催者の責めに帰しえない原因により会期を変更、または本出品契約を解除するこ

とがあります。
（2）主催者は、開催規模、出品内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、本出

品契約を解約し、展示会の開催を中止できるものとします。
（3）（1）及び（2）の場合、主催者はこれによって生じた出品者、またはその他の損害につき、責任を負いません。

  1小間･･･････¥250,000（割引率0％）
  2小間･･･････¥485,000（割引率3％）
  3小間･･･････¥712,500（割引率5％）
  4小間･･･････¥950,000（割引率5％）
  5小間･････¥1,187,500（割引率5％）
  6小間･････¥1,380,000（割引率8％）
  7小間･････¥1,610,000（割引率8％）
  8小間･････¥1,800,000（割引率10％）
  9小間･････¥2,025,000（割引率10％）
10小間･････¥2,250,000（割引率10％）

賛
　
助
　
会
　
員

  1小間･･･････¥275,000（割引率0％）
  2小間･･･････¥533,500（割引率3％）
  3小間･･･････¥783,750（割引率5％）
  4小間･････¥1,045,000（割引率5％）
  5小間･････¥1,306,250（割引率5％）
  6小間･････¥1,518,000（割引率8％）
  7小間･････¥1,771,000（割引率8％）
  8小間･････¥1,980,000（割引率10％）
  9小間･････¥2,227,500（割引率10％）
10小間･････¥2,475,000（割引率10％）

賛 

助 

会 

員 

以 

外
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過去の展示会を振り返って

　管工機材設備機器は、暮らしや都市生活、産業活動の基盤をささえる必需品であり、快適で安全な人間環境づくりや国民生活の
質的向上など、これからの長寿社会を築いていくうえで、誠に重要な役割を担って参りました。
　管工機材設備総合展は今回で49回を数えますが、当初とは展示内容も様変わりしています。業界の基本的資機材の展示モチー
フは初回より現在に至るまでそれほど変化はありませんが、日進月歩の技術開発による新製品、改良品の出品には目を見張るもの
があります。（25回以降のみ、24回以前は省略）

（注）機材商＝東京管工機材商業協同組合　東管＝東京都管工事工業協同組合総合展開催実績推移
テーマ回数 開催年期間 主催 出品者数 小間数 入場者数 会場

都立産業貿易
センター浜松町館

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター浜松町館

東京ビッグサイト

都立産業貿易
センター台東館

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1993.10/20～22

1994.10/19～21

1995.10/11～13

1996.10/16～18

1997.10/22～24

1998.10/28～30

1999.10/13～15

2000.10/18～20

2001.8/2～4

2002.10/17～19

2003.8/7～9

2004.10/18～20

2005.8/4～6

2006.10/18～20

2007.8/2～4

2008.8/2～4

2009.7/29～31

2010.10/20～22

2011.7/27～29

2012.10/10～12

2013.7/31～8/2

2014.10/1～3

2015.7/28～30

2016.10/19～21

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

機材商

東　管

158社

143社

157社

145社

145社

156社

177社

162社

182社

163社

195社

172社

174社

163社

180社

168社

155社

146社

141社

154社

161社

147社

159社

141社

449

447.5

439.5

448

444

452

488

440

338

416.5

353

422

321

420.5

334

426.5

281

341

272

366

305

339

311

352

27,000名

30,000名

33,000名

33,000名

28,000名

29,000名

12,912名

15,903名

18,612名

13,980名

20,696名

15,310名

20,714名

14,421名

20,642名

16,721名

20,563名

16,773名

17,428名

18,561名

16,244名

16,370名

16,255名

16,586名

水イキイキ…人いきいき

暮しのー水・空・間・創・造

水・大気～次の世代へ緑の恵

“翔け！21世紀への水環境”耐震製品が目立つ

21世紀につなげ緑の環境

健康は快適な住環境から

限りある資源、限りない知恵

育てる技術体感“2000”

21世紀～みんなで考える水資源・エコロジー

限りある資源で築く良い環境

水・空気　つくる緑の都市空間

快適な暮らしを彩る新技術

築きます　暮らす喜びあふれるニッポン

人に優しさ環境に配慮　住まいの祭典

美しい日本  みんなで創る水と空気と住環境

快適な　住まいと自然の共生を

青い地球　みんなで創ろう　エコライフ

快適な エコな暮らしへ 設備展

澄んだ水　きれいな空気　エコ未来

つなげよう　明るい未来へ　設備展

未来に残そう　水と空気とエネルギー

未来を創る　暮らしを彩る　設備展

守ろう地球！ 創造しよう　豊かな暮らしと住環境

未来を支える　輝く技術　設備展

！
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　謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は当組合事業に対しまして格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当組合主催によります恒例の「第49回管工機材・設備総合展」が、来る8月1日（火）～3日

（木）の3日間にわたり、東京ビッグサイト（東京国際展示場）東3ホールにおいて開催いたす運びとな

りました。

　本展示会は東京都管工事工業協同組合と共催で行い、1年毎に両組合で担当を交代する形で運営して

おりますが、今回は東京管工機材商業協同組合が担当いたします。

　本展示会を顧みますと、昭和42年5月、東京都立産業会館大手町館において、組合創立20周年を記念

して第1回を開催して以来、会場もその後東京都立産業会館台東館、東京都立産業会館浜松町館、東京

ビッグサイトへと変わりましたが、回を重ねて規模を拡大し今回で49回を迎えるに至りました。これも

ひとえに出品企業並びに賛助会員の皆様をはじめとする関係各位の絶大なるご支援、ご協力の賜とあら

ためて感謝申し上げる次第でございます。

　我が業界では、東日本大震災を経て「環境・省エネ」「健康・快適」「安全・安心」へと重点が移って

きております。こうした状況下において「工・製・販」の関係各位が一丸となって多くのユーザーの皆様

へより良い製品をお届けすることがますます重要になっております。

　今回のキャッチコピー「すばらしい地球！ 限りある資源！ 大切にしよう自然の恵み」は水と空気とエ

ネルギーを大切にしようというテーマを織り込んだものを組合員から募集し、応募作品344点の中から

選びました。今の暮らしと経済活動を支えている技術、アイディアを一堂に結集し、その素晴らしさを再

認識できる場にしたいと考えております。

　賛助会員はじめ関連メーカー、商社の皆様におかれましては、本展示会の意図するところをご理解い

ただきまして、この機会に御社の優れた製品をご紹介いただきますと共に、ユーザーの方々との情報交

換を通じ市場開拓と販路の拡大の場として大いにご活用いただきたくご案内申し上げます。

　

　平成29年1月吉日

東京管工機材商業協同組合

理　　　事　　　長　　橋　本　政　昭

総合展実行委員長　　倉　地　　　順

第49回  管工機材・設備総合展

「すばらしい地球！ 限りある資源！
　　　　　 大切にしよう自然の恵み」

ごあいさつ

開場式（テープカット）理事長挨拶

展示会場

セミナー会場 お楽しみ大抽選会

第47回管工機材・設備総合展（2015.7.28～7.30）

来場者受付



＜アクセス＞
■ゆりかもめ  国際展示場正門前駅（下車徒歩約3分）
■りんかい線  国際展示場駅（下車徒歩7分）
■水　上　バ　ス  有明客船ターミナル（下船徒歩約2分）
■路　線　バ　ス  浜松町→ビッグサイト 約40分
　　　　　　  門前仲町→豊洲→ビッグサイト 約30分
　　　　　　  東京駅八重洲口→豊洲→ビッグサイト 約40分
　　　　　　  東京駅丸の内南口→ビッグサイト 約40分
■首都高速道路  台場・有明・豊洲出口から約5分

株式会社　東京ビッグサイト
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
　　　　　　　TEL：03（5530）1111（代表）
　　　　　　　FAX：03（5530）1222

■会場についてのお問い合わせ■

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-6 MURATOKU BUILDING 2階
 TEL.03（3866）9543（代表） FAX.03（3851）7354

（URL）http://www.tokanki.or.jp （E-mail）jimukyoku@tokanki.or.jp

東京管工機材商業協同組合

事務局■第49回 管工機材・設備総合展実行委員会

共催 東京管工機材商業協同組合　東京都　東京都管工事工業協同組合　全国管工機材商業連合会　全国管工事業協同組合連合会
後援 東京商工会議所　東京都中小企業団体中央会　神奈川管工機材商組合　山梨県管工機材商組合　埼玉県管工機材商組合　

茨城県管工機材商組合　千葉県管工機材商組合　三多摩管工事協同組合

日時：平成29年 8月1日（火）～3日（木）
午前10時～午後5時（最終日も午後5時）

会場：東京国際展示場 東京ビッグサイト 東3ホール

2016年10月25日作成


