
中項目 小項目 質問 回答

１　募集の内容 （２）出展場所

例えば1区画を6分割した敷地への、個別の申込み方法をご用意されておりましたら、

ご教示頂きたくお願い致します。また現状ご用意が無い場合、今後二次募集などは、ご

予定されておりますでしょうか。

募集要領にお示しのとおり、応募状況等により１区画の面積を調整する可能性がありま

すが、今回の募集は9 区画（1 区画約 3,500 ㎡）を対象とした募集であり、例えば1区

画を6分割した敷地への個別の申込みはご用意していません。

また、今後の状況により、２次募集を実施する可能性がありますが、2次募集等に関す

る詳細は未定です。

１　募集の内容 （２）出展場所

応募状況等により調整するとのことですが、基本的には、９区画に対し９つの出展参加

者を選定される（１つの出展参加者が１区画の敷地を使用し、約3,500㎡の敷地面積に

見合う規模のパビリオンの出展を想定している）ということでしょうか。

区画についてはご認識のとおり、1つの出展参加者が1区画約3,500㎡を使用することを

想定しておりますので、約 3,500 ㎡に基づいた計画での申込みをお願いします。ただ

し、応募状況により区画面積を調整し、区画数を増やす可能性はあります。

１　募集の内容 （２）出展場所

サブテーマの選択は、区画配置に影響あるか。具体的には、サブテーマゾーニングに示

されている内容に関連するテーマを掲げるパビリオンが、そのゾーンに隣接することに

なるか。また、SDGsの選択が区画配置に影響することはあるか。

敷地の指定は、申込者の希望を聴取し、展示内容及び会場との調和等を総合的に勘案の

うえ決定します。

１　募集の内容 （２）出展場所

パビリオン敷地のレイアウトは、1区画に2企業の出展となっているが、3企業になった

場合は敷地面積は何平米を設定しているのか？

※3,500㎡×2企業　＝7,000㎡÷3企業　＝2333.33…㎡≒2350㎡、で良いのか？？

応募状況によって、例えばお示しのような2区画分の敷地を3つに分割することも想定

していますが、具体的な敷地面積は未定です。

１　募集の内容 （２）出展場所

現在、９区画の敷地を出展場所として示しておられますが、今回、９者以上の応募が

あった場合に、１区画の面積の調整を行うだけでなく、示されている敷地以外の場所を

新たに出展場所とされる可能性はありますでしょうか。

未定です。

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等

出展者特典のパビリオンデーの開催

・パビリオンデーの開催において、催事場や広場等の利用は可能か。また、その催事場

や広場の利用にあたって借料が発生する場合、その金額を提示頂きたい。

催事施設（催事場や広場等）のご利用は可能です。なお、催事施設に関する利用規程・

借料については今後、検討してまいります。

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等

・パビリオン出展参加することによる入場券の無償配布があるか。ある場合はその枚数

は何枚か。

・パビリオン出展参加することによる入場券の一括購入や、一括購入による特別割引は

あるか（例：前売券より安価な価格設定等）。

・パビリオン出展者に対する入場券購入要請はあるか。

パビリオンにご出展いただいても、入場券の無償配布を行うことは考えておりません。

入場券販売の仕組みについては、現在検討中です。

大阪・関西万博は日本で開催される国際博覧会であり、パビリオン出展参加者の皆様に

限らず、広く販売促進に取り組んでいきたいと考えています。

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等

パビリオン出展者のVIPを接遇するにあたっての優遇措置はあるか。（出展者のパビリ

オンまでのVIP動線の確保、特別入場ゲート、前夜祭・開幕式・閉幕式等への優先入

場・座席確保、迎賓館利用、各国賓客との面会、各国ナショナルデイ等の式典・催事へ

の優先入場・座席確保、各国パビリオン・テーマ事業パビリオン等への優先入場、会場

内レストランの座席予約、博覧会協会が用意するホスピタリティサービスの享受等）

パビリオン出展参加者に対し、一定の要件に該当する場合、会場内特定施設の優先利用

を特典として考えていますが、具体的な内容やその他の措置については未定です。

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等
複数企業で出展する場合、各企業に呼称権が付与される理解で宜しいですか。

呼称権は複数企業で出展の場合でも、一定のルールに基づき、出展参加者に「大阪・関

西万博パビリオンパートナー」の呼称を付与します。

「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答
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中項目 小項目 質問 回答

「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等
複数企業で出展する場合、各企業の社名やロゴの表示に何か規制はありますか。

万博公式ロゴマークの無償使用は、複数企業で出展の場合でも、商業利用を除き、一定

の要件に該当する場合、万博公式ロゴを無償使用いただけます。出展決定後、具体的に

ご相談いただければ、確認・判断させていただきます。

１　募集の内容
（４）パビリオン

出展の特典等

パビリオン出展した場合、飲料会社として、会場内の飲料販売権を獲得できますでしょ

うか？

パビリオン出展と会場内飲料販売権が別である場合、飲料販売権は全体スポンサーや飲

料販売スポンサーを募集しますでしょうか？

それとも、飲料販売権は、その他の参加メニューの「営業参加」枠となり、公募予定で

しょうか？

会場内の飲料自動販売機の設置や販売権の取り扱いについては、現在検討中です。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

天変地異や政治的判断により、主催者（博覧会協会）が会期変更等を行う場合に、出展

申込者が負担し費用の補填・補償はあるか（施設整備・養生、保険支払等の経費）。
様々なケースを想定しながら検討しておりますが、現時点でお答えいたしかねます。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

公式参加者パビリオン工事進捗の影響を受け、説明書に示されている企業・団体パビリ

オンの工事スケジュールに対して遅延が発生した場合、ペナルティはあるか。また、そ

の影響により工事期間が長くなり事業費が増えた場合、博覧会協会からの補填・補償は

あるか。

募集要領の１・（３）においてスケジュールを記載していますが、今後の事情により前

後する可能性があります。その際、関係者間でスケジュールを調整し、２０２５年４月

１３日の開会に間に合わせたいと考えています。ペナルティは想定していませんが、会

期に間に合わせるようご協力いただきます。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

モデル建設費を申込以前に提示頂きたい。区画によって建設費地盤の状況により工法が

異なるためが異なるのであれば、全ての区画につき提示頂きたい。

登録申請書（※）　附属資料 6-1.参加費用（P218～）を参照してください。敷地渡し

による出展の参加費用モデルを掲載しています。ただし、施設規模や建築仕様等によっ

て建設単価が異なってくると認識しております。なお、地盤関連情報については、建築

ガイドライン（民間パビリオン用）に記載します。

※　登録申請書：https://www.meti.go.jp/policy/exhibition/osaka2025.html

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

現状回復の範囲を申込以前に提示頂きたい。例えば、パビリオン建設のためには、地下

構造物（構造体構築のための地盤改良、基礎敷設等）の構築が必要と思料するが、それ

らも現状回復の範囲に入るか。

地下構造物の解体撤去も原状回復の範囲に含まれます。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

水道光熱費、通信費、火災保険・損害賠償保険のモデル費用を申込以前に提示頂きた

い。

登録申請書（※）　附属資料 6-1.参加費用（P218～） を参照してください。敷地渡し

による出展の参加費用モデルを掲載しています。ただし、パビリオンの規模や出展内容

によって金額が異なると認識しております。

※　登録申請書：https://www.meti.go.jp/policy/exhibition/osaka2025.html

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

飲食・物販のロイヤリティの割合を提示頂きたい（例：売上に対する割合。）

また、バーチャル上でのEC販売が可能か。仮にEC販売可の場合、ロイヤリティ支払い

の対象になるか。

ロイヤリティ率については、現在検討中です。また、EC販売の可否及びロイヤリティ

率についても、現在検討中です。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担
出展参加料及び支払時期等はいつ頃示されますか。

出展参加料については、現在調整中です。決定次第、協会ホームページにてお示しさせ

ていただく予定です。
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中項目 小項目 質問 回答

「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

パビリオン総工費と運営費、原状回復費の概算を試算するに当たり、愛知万博など、参

考になる事例を教えていただけないでしょうか？外観や材料、展示内容により幅がある

ことは承知しておりますが、総工費、運営費、原状回復費の概算を社内調整するに当た

り、参考になる事例を教えていただければ助かります。

愛知万博の実績では、パビリオン出展企業は30～50億円程度の負担であったと聞いて

いますが、お見込みのとおり、延床面積や展示内容によって、負担額は変わるものと考

えています。また、登録申請書（※）の附属資料 6-1.参加費用（P218～）に敷地渡し

による出展の参加費用モデルを掲載しています。ただし、こちらも施設規模や建築仕様

等によって建設単価が異なってくると認識しております。

※　登録申請書：https://www.meti.go.jp/policy/exhibition/osaka2025.html

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

万博協会が加入する保険の詳細が知りたい。それにより企業出展が加入する保険内容を

検討する必要がある。なければ、民間企業がパビリオン出展に際して加入する保険の種

類をご示唆いただきたい。

当協会として賠償責任保険に加入しますが、出展参加者の皆様には出展面積に応じた費

用負担をお願いする予定です。また、出展参加者の皆様にはパビリオン建設にかかる工

事に関する保険、建物・設備装置・商品その他の動産に関する財産保険、出展物に関す

る動産総合保険等にご加入いただく予定です。

なお、当協会では興行中止保険について様々なケースも想定しながら検討しております

が、現時点で加入するかどうかも含め詳細は未定です。

１　募集の内容
（５）責任及び費

用負担

パビリオン出展の特典・飲食物販について、協会へのロイヤリティー設定率はいくら

か？また、キャラクター、及びロゴの使用料もいくらか？

ロイヤリティ率については、現在検討中です。パビリオン出展者は、商業利用を除き、

一定の要件に該当する場合、万博公式ロゴを無償使用できます。キャラクターについて

は、キャラクター自体の策定について検討・準備しているところです。

３　募集参加資格 （１）参加資格

10月29日の公募〆切時点においては、主催企業一社の単独で応募しながら、

もしそれが採択された際に、その後の他企業との相談により、共同館化や協賛パート

ナーとしてアライアンスを組むなどスキーム変更があっても大丈夫でしょうか？

この場合、主催企業の単独でも実現できるという前提で考えております。

つまりＡ社は共催社や協賛社が無くても、一社での負担によりパビリオンの実現は可能

なのでまずは単独館での応募を考えてますが、公募してもし採択された後に、様々な展

開の広がりを考えて複数社へアプローチできる可能性も視野に入れたいということにな

ります。

申込時点での事業計画や実現性等について審査を行い出展参加者を決定するため、原則

として申込後の申込者の追加は認めておりません。ただし、パビリオン出展の内容が充

実するなど正当な理由がある場合については追加する企業・団体等について個別審査の

うえ、対応を検討いたします。

３　募集参加資格 （１）参加資格
すべての構成員とは、主体となる企業・団体の構成だけでよいのか？それとも、関係す

る協力会社まで含めて記載するのか？

複数の企業・団体等で参加申込みをする場合の個々の企業等のことであり、例えばパビ

リオン運営の一部を委託する場合の受託事業者等は構成員には当たらないと想定してい

ます。

５　応募手続 （２）提出書類 予算はどこまでを指すか。出展準備にあたり要した人件費等の諸費用も含みますか。
パビリオン出展に関して要する費用であれば、人件費等の諸費用も含めて計上してくだ

さい。

５　応募手続 （２）提出書類 「9.経営状況」の記載や提出する決算書は連結決算ベースで宜しいですか。
連結決算ベース、単体ベースいずれであっても、法令に基づき開示されている財務諸

表、計算書類を提出いただければ足り、あらたに作成していただく必要はありません。

５　応募手続 （２）提出書類 パビリオン建築・運営予算については、概算で●●億という表記でよいのか？ 概算でも構いませんので、計画している予算額をご記載ください。
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中項目 小項目 質問 回答

「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

５　応募手続 （２）提出書類
決算報告書はどのような基準（国際会計基準、日本の会計基準）で表記するのか。

表記は税前表記でよいのか？

国際会計基準、国内会計基準いずれに準拠されていても、通常の会計基準として採用さ

れている基準に基づき作成されている財務諸表、計算書類を提出いただければ足り、あ

らたに作成していただく必要はありません。

また、当期利益につきましては、税引後の純利益を表記してください。

５　応募手続 （２）提出書類

登記事項証明書/決算書/誓約書/複数参加の構成員届出書等は、代表構成員のみの提出

でよいか？構成員すべての分が必要ではないのか？また、設立時期により決算書が2年

間分しかない場合は、2年間の決算書でよいのか？

募集要領に記載のとおり、応募の際は、登記事項証明書/決算書/誓約書/複数参加の構

成員届出書等について代表構成員分のみをご提出いただきます。その後、出展参加者に

内定した場合は、代表構成員以外の構成員についての書類をご提出いただきます。ま

た、2年間の決算書しか存在しない場合、2年間の決算書の提出で問題ありませんが、

その場合は申込書内の項目（９. 経営状況（直近３か年分））において、2年間分しか

存在しない旨が分かるような補足の記載をお願いいたします。

５　応募手続 （２）提出書類

複数企業・団体等の関係が明確になるような構成員の関係を説明する資料（その組織を

表す相関図）とは体制図のことか？また、設立準備期間中で規約等が未決定の場合はど

うすればよいのか？

組織体制、代表者を記載した体制図を想定しています。規約が現在未決定であっても制

定予定であれば、規約（案）を提出してください。

５　応募手続 （２）提出書類
飲食物販については、どの程度詳細を記載すればよいのか？商品名・価格帯・管理体制

等の記載が必要か？

申込時点でご検討されている内容を記載いただければ問題ありません。商品名・価格

帯・管理体制等といった詳細の記載は必須ではありません。

５　応募手続 （２）提出書類

２０２５年日本国際博覧会　パビリオン出展参加申込書」内の「４パビリオンの外観・

内観等のイメージ図、その他資料」の注意書きにある「これら以外にも出展内容がわか

る資料がありましたら提出してください。」とあるが、書式は自由と考えても良いか？

ワードフォーマットやA4に制限されないと考えてよいか？また、枚数に制限はある

か？

書式やファイル形式等は自由です。また枚数にも制限ございません。

５　応募手続 （２）提出書類

参加申込書の記載内容は全て、現在検討中の「案」レベルのものでよろしいでしょう

か？建設計画（延床面積・建蔽率）や飲食・物販の有無も、今後の検討次第で記載した

内容から変わっていく可能性がありますが、現時点での考えを記入すればよろしいで

しょうか？

記載内容を基に審査を行いますので、現時点で検討されている内容を可能な限り具体的

に記載してください。

５　応募手続 （２）提出書類

制作過程で今後変わっていく可能性が高い項目の記載の仕方についてご教示ください。

特に「3-3. 展示内容」「3-5. パビリオンや展示物」などについては、今後、応募する

ことや出展することが正式に決まってから、検討を深めていくものと認識しており、記

載した内容とは違う形で実現されていく可能性があります。その場合でも、例えば来場

者の「体験」や展示物の「特色」などについて、具体的に記入する必要がありますで

しょうか。それとも、具体像がまだ見えていないところについては、そこでの「狙い」

や「基本的な考え方」などを書くに留める形でもよろしいでしょうか。

記載内容を基に審査を行いますので、現時点で検討されている内容を可能な限り具体的

に記載してください。

６　出展参加者決

定に関する事項
（１）審査方法 応募の後、プレゼンテーションなどの機会はあるのでしょうか？ プレゼンテーションの機会はありません。書類での審査となります。
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「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

６　出展参加者決

定に関する事項
（１）審査方法 審査の体制やフローについて、可能であればご教示をお願いします。 審査の体制やフローについてはお答えできません。

６　出展参加者決

定に関する事項

（２）審査結果の

通知

出展決定時期及びプレスリリース方法

・博覧会協会が出展決定企業を対外発表する内容について提示頂きたい。

・対外発表する内容（記載文面）は事前に出展決定者に連絡があるのか確認したい（発

表時期、内容、発表媒体等）。

・上記文面について、事前に協議する機会があるか。また、その協議の時期は。

現在検討しているところです。

６　出展参加者決

定に関する事項

（２）審査結果の

通知

出展決定後の情報公開範囲についてご教示ください。出展が決定した場合、出展参加申

込書の記載内容は、どこまで公表されるご予定でしょうか。募集要領6-(2)「審査結果

の通知」欄に「決定した出展参加者の名称等については～」とありますが、「等」が意

味するところを教えていただきたく存じます。

「等」については、区画や敷地面積を想定してますが、現時点では公表する内容につい

ては未定です。

７　契約手続につ

いて
出展参加契約書（案）を提示頂きたい。また、提示時期を伺いたい。

出展参加契約書（案）については現在検討中であり、出展参加者決定後にご提示させて

いただく予定です。

８　その他 01バーチャル万博
「バーチャル会場」において、出展者に求める事項は何か（例　パビリオンのＣＡＤ

データの提出、仮想空間上での体験サービス等）。

パビリオンの建築に関するデータのご提供をお願いする予定です。また、各パビリオン

の内容およびコンテンツは各パビリオンにて作成いただくことを予定しております。詳

細は、事業スキーム決定後に段階的にご案内する予定です。

８　その他 01バーチャル万博
各パビリオンのＶＲは、協会にて作成されるプラットフォーム上に構築する理解で宜し

いですか。その際は何らかの要件や申し込みが必要になりますか。

当協会が用意するバーチャル会場プラットフォーム上で運営いただくことを想定してい

ます。要件等については、事業スキーム決定後にご案内する予定です。

８　その他 01バーチャル万博 各パビリオンで独自のプラットフォームを作成することは問題ないですか。

当協会が用意するバーチャル会場プラットフォーム上で運営いただくことを想定してい

ます。パビリオンごとの独自のご要望がある場合は、バーチャル会場事業スキーム決定

後、協議させていただくことになります。

８　その他 01バーチャル万博

バーチャル万博について

１）パビリオンのバーチャル展開は主催者側のプラットホーム上での運営が前提か？

２）上記の場合、具代的にどのような構成か?またどのような推進フローとなるのか？

３）パビリオン独自のバーチャル展開は可能か？

例：リアル万博来場促進につながるバーチャルキャンペーン施策。事前展開したコンテ

ンツのリアル空間でのコラボ展開。パビリオン専用アプリの展開…など

当協会が用意するバーチャル会場プラットフォーム上にバーチャルパビリオンを用意す

る予定です。当該パビリオン内で、各々のコンテンツを制作いただくことを想定してお

ります。バーチャル会場プラットフォーム外の機能を利用したコンテンツ含む具体的な

運営方針については、事業スキームを決定した後に、段階的にご案内する予定です。

８　その他 01バーチャル万博 バーチャル万博のレギュレーションはあるか？また、いつごろ公開されるか？

バーチャル会場については、事業スキームを決定した後に、段階的にご案内する予定で

す。事業スキーム決定は、出展参加説明会（2021年8月19日実施）でもご案内の通り、

2021年度中を目指しております。
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中項目 小項目 質問 回答

「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

８　その他 01バーチャル万博

「バーチャル万博」内で表現される万博会場は、全てのエリアか？シグネチャーパビリ

オンなど、一部のエリアのみか？全てのエリアの場合、パビリオンの出展者は建築の設

計図や何らかの情報を提供する必要があるのか？また、各パビリオンが情報を発信する

ことはできるのか？

バーチャル万博における、「バーチャル会場」では、リアル会場を可能な限り再現した

いと考えています。各パビリオン出展参加者には、建築に関するデータのご提供をお願

いする予定です。各パビリオンでのバーチャルコンテンツは各々で作成いただきたいと

考えております。

８　その他 02パビリオン予約
パビリオン予約システムを導入する予定とお聞きしているが、予約システム導入の費用

は企業負担か？協会負担か？予算負担の詳細をご示唆いただきたい。

来場者がパビリオン入場予約をできるシステムは、当協会で構築し、パビリオン出展参

加者の皆様にご利用を働きかけたいと考えています。予約システムの利用に際し出展参

加者の皆様にシステム利用料等の費用負担をお願いすることは想定しておりません。た

だし、パビリオン内部でさらなる予約が必要な場合など、追加的なシステム開発が必要

となる場合は、費用負担が必要になる場合もあります。そのような場合は早めにご相談

をお願いいたします。

なお、予約制度を活用いただく際、入場者枠のシステムへのご提供、予約システムの活

用方法の説明会へのご参加、入口での受付、システム運用など、ご対応をお願いする事

が想定されますので、ご協力をお願いいたします。

８　その他 02パビリオン予約

パビリオン予約を導入するにあたり、完全予約制が導入されるとパビリオン待ち動線、

来館者の入場方法、及び演出内容及び演出における来館者動線についての手法が大幅に

変わるので、その導入の可否についてご示唆いただきたい。

当協会が構築するパビリオン予約制度については、参画を強制するものではございませ

んが、来場者の快適性や平準化に資するためには十分な枠の確保が必要と考えており、

出展参加者の皆様に積極的な参画をお願いしたいと考えています。

制度や運用については現在検討中ですが、利用しやすい仕組みを構築していきたいと考

えています。詳細が確定次第、出展参加者の皆様に改めてご説明させていただきますの

で、ご検討をよろしくお願いします。

８　その他 03税

出展する企業及び企業グループ等に対する税務上の特別な手当てや優遇措置は予定され

ていますか。例えば、1990年花博では、租税特別措置法による出展準備金制度が設け

られ、見積りに基づくパビリオン建設金額を出展契約締結日から博覧会閉会日まで引当

金として損金処理が可能であったと認識しています。今回も同様の法令が発出される、

もしくは他に何らか優遇措置が取られる予定ですか。

企業の参加支援については、どのような手法があるか様々な角度から検討を進めている

ところです。なお、企業の参加支援に係る税制措置のうち出展準備金制度の措置につき

ましては、予定されていません。

８　その他 04その他条件等
一般規則及び特別規則、建築、ユニバーサルデザイン、セキュリティなど各種ガイドラ

イン等の開示日を提示頂きたい。

一般規則、特別規則第1号及び第2号については登録申請書（※）第8章をご覧くださ

い。また、建築ガイドライン（民間パビリオン用）については9月中に公開予定です。

その他諸規則については順次策定し、適宜情報提供いたします。

※　登録申請書：https://www.meti.go.jp/policy/exhibition/osaka2025.html

８　その他 04その他条件等
9区画の地盤情報、敷地測量図（高低差もわかるもの）、CADデータを申込以前に提供

頂きたい。

９月中に公表する予定の建築ガイドライン（民間パビリオン用）に地盤関連情報を記載

します。出展対象敷地が確定後に、その敷地の面積、計画・設計の条件等の概要データ

を記載したプロットシートを提供します。

８　その他 04その他条件等 区画ごとの建築条件を申込以前に提供頂きたい。
出展対象敷地が確定後に、その敷地の面積、計画・設計の条件等の概要データを記載し

たプロットシートを提供します。

８　その他 04その他条件等 建物高さ制限の高さは平均地盤面からの算定と考えて良いか。 記載いただいた通り、平均地盤面からの高さです。
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「２０２５年日本国際博覧会 パビリオン出展」募集要領　質問回答

８　その他 04その他条件等
電気、ガス、水道、情報通信等のインフラ（管）は敷地境界までで、敷地内は出展者が

敷設するものか。

記載いただいた通り、協会で整備するインフラは敷地境界までで、敷地内は出展参加者

にて敷設していただきます。インフラの容量については、出展対象敷地確定後に提供す

るプロットシートに記載します。

８　その他 04その他条件等

必要機能・備蓄・制限

•パビリオン内設備について、出展者の義務となる設備があれば提示頂きたい（例　非

常用物資・食物の備蓄、その準備等の費用負担、日よけ、太陽光発電、屋上緑化等）。

•建物を計画する上での制限があれば提示頂きたい（例　耐荷重、地下掘削、排水能

力、インフラ容量、騒音など）。

•３Rの観点からの建築資材や廃棄物についての指定や制限があれば提示頂きたい。

９月中に公表する予定の建築ガイドライン（民間パビリオン用）をご確認ください。

3Rに関する項目も記載します。インフラの容量については、出展対象敷地確定後に提

供するプロットシートに記載します。非常用物資・食物の備蓄等については関係法令で

の定めを遵守してください。

８　その他 04その他条件等
開催中全日程184日間について、パビリオン開館は必須か。休館日や関係者のみに限定

した入館日の設定は可能か。

開催中全日程184日間について、パビリオンを開館していただくものと考えておりま

す。関係者のみに限定した入館日の設定については、未定です。

８　その他 04その他条件等 設備等のメンテナンスのために、開場前の入場や閉場後の夜間入場及び作業は可能か。 そのような作業が可能となるような関係者ゲートの運用を想定しています。

８　その他 04その他条件等 パビリオンの運営関係者がパビリオン内に宿泊することは可能か。 未定です。

８　その他 04その他条件等 パビリオンの警備は個別に各パビリオンが責任を負うのか。 パビリオンの警備については、各パビリオンが責任をもって行っていただきます。

８　その他 04その他条件等
会期中、出展者に報告を求める事項があれば提示頂きたい（例　日々の入館者数やエネ

ルギーの消費量、撤去後のパビリオン資材の再利用率等）。

冷水・電気・その他燃料の使用量や発電量の報告をしていただく場合があります。詳し

くは建築ガイドライン（民間パビリオン用）をご確認ください。また、日々の入館者数

をご報告いただくことも予定しています。その他の報告事項については今後の検討とな

ります。

８　その他 04その他条件等
パビリオン運営や情報発信において、パビリオン出展者が準拠・整備しなければならな

い対応言語の指定があるのであれば提示頂きたい
現時点で決定していることはございません。今後の検討となります。

８　その他 04その他条件等
建築部以外の敷地、壁面、屋上（設置物含む）、上空、音響や照明の制限等は建築ガイ

ドラインで示されますか。

待ち行列や日除け等暑さ対策について、建築ガイドライン（民間パビリオン用）に記載

しますので、そちらをご確認ください。建築ガイドラインで記載していない事項は今後

検討していきます。

８　その他 04その他条件等
主なスケジュールで内装仕上げや展示物の設置完了まで期限が設けられていますが、

各々で（建築確認以外の）何らか検査がありますか。
協会での検査については検討中です。

８　その他 04その他条件等 用地確定時に、用地の図面や地盤調査資料等は示されますか。

出展対象敷地が確定後、パビリオンを建設する区画の位置や面積、計画・設計の条件等

の概要データを記載したプロットシートを提供します。また、建築ガイドライン（民間

パビリオン用）に地盤関連情報を記載します。
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８　その他 04その他条件等 東エントランス側の〇及び□は何か常設されるのでしょうか。

〇は案内所、□は小ステージの整備を予定しています。

８　その他 04その他条件等 企業１及び３の東側実線及び破線部分はどのような用途及び使用になりますか。

主に歩行者用の通路とする計画です。

８　その他 04その他条件等 企業１隣接の熱供給施設による何らかの制限はありますか。 特に制限はありません。

８　その他 04その他条件等 企業２に隣接する大屋根の高さや屋根下がわかる概要図は示されますか。 大屋根の高さ、形状は現在検討中であり、概要図を提示することはできません。

８　その他 04その他条件等 応募時に予算を示す一方、終了後に最終的な出費等の報告は求められますか。 未定です。

８　その他 04その他条件等

建築関係　※現状の設計・建築基準値をご示唆いただきたい

①建築に関しては仮設建築物の扱いとなるが、設計風速・風荷重についての基準をご示

唆いただきたい。

②同様に、地耐力及び防火基準についての基準についてもご示唆いただきたい。

９月中の公表を予定している建築ガイドライン（民間パビリオン用）に、セットバッ

ク、建蔽率、高さ等の基準を記載します。

①について、荷重及び外力について基準値の設定は予定していません。

②について、建築基準関係規定に適合する計画としていただきます。また、建築ガイド

ラインに施設設計上の配慮事項及び制約事項、火気の使用に関する基準を記載します。

８　その他 04その他条件等
パビリオン配置については、隣接する企業館との境界線はどのようになっているのか？

（フェンス等で仕切られるのか？または他の仕切り方があるのか？）
当協会で境界線にフェンス等を設置する予定はありません。

８　その他 04その他条件等 会場の開閉時間、及びパビリオンの開閉館時間をご示唆いただきたい。

開場時間は午前9時から午後10時までの予定です。特定の日（例えば、ナイトイベント

を実施する場合）は開場時間を延長することも検討していきます。パビリオンの開閉館

時間は今後の検討となります。
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８　その他 04その他条件等 建築ガイドラインはいつ頃公開されるか？ 建築ガイドライン（民間パビリオン用）は9月中の公表を予定しています。

８　その他 04その他条件等 各区画のサイズ（寸法）と方位がわかる資料を提示いただきたい。
出展対象敷地が確定後、パビリオンを建設する区画の位置や面積、計画・設計の条件等

の概要データを記載したプロットシートを提供します。

８　その他 04その他条件等 各区画、インフラの整備状況はどのような状態かご示唆いただきたい。

今後、当協会が敷地境界までインフラ整備を行います。敷地内のインフラは出展参加者

にて整備していただきます。インフラの整備時期は現在検討中です。インフラの容量に

ついては、出展対象敷地確定後にお渡しするプロットシートに記載します。

８　その他 04その他条件等
建物の外であっても敷地内であればコンテンツ展開が可能か? 例：建物へのマッピング

などの映像投影、その他イベントの実施、建物上空の活用など
今後検討して参ります。

８　その他 04その他条件等

待ち動線についてのルール設定についてご示唆いただいたい。

※企業敷地内に待ち動線を確保しないといけないのか？及びどの程度のスペースが必要

か等

９月中の公表を予定している建築ガイドライン（民間パビリオン用）をご参照くださ

い。

８　その他 04その他条件等

パビリオン内で来場者が常時「来場者向けFreeWiFi」にストレスなく接続できる環境

であることを想定しているが、そのような理解でよいか？また、パビリオンのコンテン

ツもWiFiに接続させる必要がでてくるが、その場合は「会場運営向け無線サービス」

を利用する、という理解でよいか？

パビリオン内における無線通信環境については、提供内容、構築主体（協会/パビリオ

ン）等現在検討中のため、詳細が決まり次第お知らせする予定です。

８　その他 04その他条件等 企業パビリオン関係者が宿泊できる施設等は協会が準備するのか？ 当協会が準備する予定はありません。

８　その他 04その他条件等 企業関係者が出退勤する際の専用交通網はあるのか？　※専用シャトルバス他
来場者との混雑回避のためにスタッフ用シャトルバス等の検討を進めておりますが、現

時点で対応が決定しているものはございません。

８　その他 04その他条件等
関係者用のサービス施設（出展関係者が食事する関係者食堂及びコンビニエンススト

アー、ドラックストアー等）はあるのか？また、どのあたりにあるのか？
関係者用サービス施設の内容や設置場所等については、現在検討中です。

８　その他 04その他条件等 出展参加者が休憩できるスペースが、会場内/協会棟内にあるのか？
会場内にスタッフ用休憩スペースを確保する想定ですが、場所や面積等の詳細について

は今後の検討となります。

８　その他 04その他条件等 企業用の専用駐車場は会場内で提供されるのか？ 現在検討中です。

８　その他 04その他条件等 様々な災害時の緊急避難場所はどこになるのか？
会場内の広場や大型施設を避難場所に想定しておりますが、具体的には今後の検討とな

ります。

８　その他 04その他条件等
飲食物販を実施するにあたり、開場時間中の物品の途中搬出入はどのように行うのか？

及び、その経路をご示唆いただきたい。

会場内の管理動線を用いて搬出入をしていただくことを想定していますが、詳細につい

ては現在検討中です。

８　その他 04その他条件等 関係者用ゲート（人・車両）の位置を示してほしい。 現在検討中です。

８　その他 04その他条件等
パビリオン事前PRに関して、独自PR・宣伝活動(各種媒体/広告出稿/番組タイアップ

/SNS/専用webサイト)など来場促進のための一切の行為に関しての規定はあるか？
今後検討してまいります。
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