
 

 

PIARC国際冬期道路会議アンドラ大会 
日本ブースご出展について 

 

 

貴社、益々ご清祥のことと、お慶び申し上げます。 

 

2014年 2月 4日～7日に欧州アンドラ公国で開催される PIARC国際冬期道路会議アンド

ラ大会では、論文発表と展示会が開催されます。世界の道路行政担当者をはじめ、冬期道路

維持管理にかかわる企業が出展する文字通り、世界最大の冬期道路管理見本市で、来場者は

1500人が見込まれています。 

 

日本は 1998年のルレオ（スウェーデン）、2002年札幌、2006年トリノ＝シェストリエー

ル（イタリア）、2010年ケベック（カナダ）に引き続き、展示を行います。日本ブースでは、

「災害や気象変動などの厳しい環境に柔軟に対応する日本の冬期道路管理技術」というテー

マでの展示に加え、論文発表者や出展団体・企業による技術プレゼンテーションも行います。

ブースには、出展団体・企業の展示スペースと商談コーナーを用意し、各国の冬期道路関係

者との商談機会も準備しますので、貴社の製品・技術を世界に発信する場として、是非とも

ご活用いただければ幸いです。 

 

日本ブースは、会期中、海外の道路管理行政官や冬期道路管理に関連した企業、さらに、

数多くの日本からの参加者も集う場になります。 

 

別紙、「第 14 回 PIARC 国際冬期道路会議アンドラ大会日本ブースへの出展のお願い」を

ご参照の上、2013 年 10 月 25 日までご回答を頂けましたら幸いです。是非ともご出展たま

わりますよう、お願い申し上げます。 

 

平成 25年 10月 9日 

PIARC 冬期サービス国内委員会 

 

○ 問い合わせ先（展示担当） 

・公益社団法人 日本道路協会 安藤 

〒100－8955 東京都千代田区霞が関 3－3－1 尚友会館 

電話: 03-3581-2211  



第14回PIARC国際冬期道路会議

アンドラ大会日本ブースへの出展のお願い

PIARC 冬期サービス国内委員会



PIARC国際冬期道路会議とは？

PIARC(Permanent International Association of Road Congress)

PIARCは、道路の建設、改良、維持、利用技術等の道路技術・行政の向上と、こ

れによる経済的発展を目指して、1909年(明治42年)に設立された国際機関で、日

本国は、1949年(昭和29年)に加入しました。

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会長に就任されています。

ＰＩＡＲＣ世界道路会議

ＰＩＡＲＣ道路会議は、現在、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24回開催され、第24回大会が、メキシコシティー(平成24年)で

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回ルレオ大会から出展しています。

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・ラ・ベリャ アンドラ

冬期道路会議の開催履歴



アンドラ大会の開催地

■開催場所： Andorra la Vella, Andorra (アンドラ公国 アンドラ・ラ・ベリャ)

面積468平方キロメートル、人口７６，２４６人で公用語はカタルニア語。通

貨はユーロ。国土の10%がユネスコの世界遺産。
(1)10世紀頃，宗主のウルヘル司教と，司教から封土としてアンドラを与えら
れていたフォア伯爵との間で統治権をめぐる争いが発生。その後，1278年に
対等の封建領主権(徴税権，裁判権，徴兵権)を共有する「対等の宗主契約」
を結び，両者はアンドラの共同領主となった。
(2)共同領主の地位は，司教側では現在に至るまで代々ウルヘル司教に引
き継がれているが，フォア伯爵側では当時のフォア伯爵がフランス王(ブルボ
ン朝初代のアンリ4世)として即位して以来，フランス国王に引き継がれ，フラ
ンス共和国となった後はフランスの国家元首(大統領)に継承されている。
(3)1993年2月，新憲法がアンドラ国会で可決，同年3月に国家として独立し
た。フランス及びスペインは同年6月1日に，アンドラ公国を主権国家として承
認。ただし，アンドラの国家元首は引続きフランス大統領とウルヘル司教(共
同元首)。また，同年7月には，アンドラの国連加盟が加盟国の全会一致で認
められた。

■開催期間：2014年2月4日(火)〜2月7日(金)

アンドラ コンベンションセンター



展示概要

■展示ブースのデザイン・コンセプト

PIARC 国際冬期道路会議アンドラ大会の
メインテーマは、「Winter maintenance in 
time of crisis」です。

我が国は、２０１１年３月に東日本を襲った
巨大地震にも、時に鋼のように強く、時に
柳のようにしなやかに立ち向かい、復興を成
し遂げようとしています。
本大会では、このような我が国の災害体験
を踏まえた冬期における危機管理技術を世
界へ発信することを基本方針とします。

第14回PIARC国際冬期道路会議の日本

ブースの展示においては、「強く、しなやかな

日本の冬期道路管理」を世界に発信します。

優れた我が国の冬期道路管理技術に関わる
日本企業の製品やシステム、プログラム等を

世界市場に販売するきっかけづくりの場
とすることを目的として、

民間企業・団体の出展を募集します。

PIARCアンドラ大会展示スケジュール

日にち 時間 イベント

2月4日(火)
10：30～12：00
12：00～12：30
12：30～

オープニングセッション
開会式
展示オープニング

2月5日(水) 8：30～12：30 展示

2月6日(木) 8：30～18：30 展示

2月7日(金)
8：30～11：30
12：30～13：00

展示(一般公開)
閉会式



出展のメリット

《出展社のメリット》

●情報パネルや配布物などに企業ロゴ等を使用が可能であるこ

とから、世界の道路管理者や企業に対して、積極的な企業PRが

できます。

●出展企業様と現地企業や各国政府担当者との商談機会を用

意します。

●日英、英仏の二ヶ国語対応可能な人員をブースの説明員(通

訳)として配置し、ブースでの商談を支援します。

●プレゼンスペースを設け、製品のデモや詳細の説明が行えるこ

とから、有効なPR が可能です。

● コミュニケーションスペースを設けるので、商談や関係者の立

ち寄り場として使えます。

●オプションでプレゼンの説明を英語・フランス語などの専門の説

明員に依頼することも可能です。

日本からは、国土交通省から大臣セッションに参加し、国土交通省国土技

術総合政策研究所、大学、自治体、独立行政法人土木研究所、寒地土木

研究所、NEXCO各社他、民間企業から論文発表を予定しています。

日本ブースでは、日本の冬期道路の概要説明の展示や論文発表者によ

る技術プレゼンテーションもあり、会期中、数多くの日本からの参加者が集

う場になります。

御社がメイド・イン・ジャパンの技術を世界に発信する場として、是非ともご

活用ください。



出展コースと内容

■ 団体・企業の取りまとめ 公益社団法人日本道路協会
■ 費用負担の方法
日本道路協会が、民間企業や団体の技術展示を国が提供するインフラ(日
本ブース)で運営し、その運営費用を出展団体・企業に出展プランから選択

して負担していただきます。

■出展料金：５０万円

オプションの組み合わせ等につきましては、ご希望により相談に応じます。
オプションの組み合わせ例 ●パネル・床・展示台の使用なし：300,000円 ●パネル・床・展示台の使用なし
だが商談機会のセットを加える：450,000円 ●パネルを一枚追加する：800,000円

パネル※ 1 枚（A2） 

i-Pad 情報データ展示 問い合わせ先（1P）を含め 4Pまで（翻訳・デザインを含みます） 

ノベルティの配布 10kg 500 個まで（輸送は船便のみ対応します） 

ブースプレゼンテーション 2 回（20 分／回） 

ウェブ掲載 

i-Pad 情報展示データを取りまとめた i-Book に出展者連絡先を含めて

掲載します（動画は除く）。 i-Book 版日本の冬期道路管理技術 2014（仮

題）は、アップルストアから無料ダウンロード可能になります。 

パンフレット在置 英語もしくは仏語、100 部まで（輸送は船便のみ対応します） 

床・展示台の使用※ 一か所（50 cm X 50 cm） 

出
展
料
金
に
含
ま
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

ブースビデオ上映 2 回（20 分／回）まで 

※は上記サービスから除くことができます。その場合、出展料金も差し引きます。 

パネル 
日本ブースにパネルを掲示しませんが、それ以外

は上記と変わりません。 
－100,000 円 

削
減
オ
プ
シ
ョ
ン 

床・展示台の使用 
日本ブースに物品の展示をしませんが、その他の

情報展示やウェブ掲載など上記と変わりません。 
－100,000 円 

下記は、オプションとして追加していただけます。 

パネル（追加） 一枚。情報展示・ウェブ掲載も含みます。 300,000 円 

床・展示台の使用（追加） 一か所（50 cm X 50 cm） 200,000 円 

商談機会のセット 
日本ブースの商談タイムに、各国の購買担当

者や企業との商談の機会をセットします。 
150,000 円 

追
加
オ
プ
シ
ョ
ン 

情報データ展示に動画使用 1 分（データ形式・サイズ指定あり） 100,000 円 

 



日本ブースの配置とイメージ

日本ブース

日本ブースのロケーション



１．展示物・配布物に関するお願い

①印刷物(パンフレット等)・配布物

・用紙は、再生可能紙または再生紙を使う
・印刷方法は、「水無印刷」「ソイビーンズインク」など環境に配慮する
・持込み部数は、来場者数を想定して完全配布可能な部数とする(上限：一種

類400部)
・梱包は段ボール箱等の再生可能な素材を使用する

②展示物
・模型等の展示は、大きさ(縦・横・高さ)と「現存価値」をお知らせください。

・予算の都合で、展示できない場合もありますので予めご了承ください。
③輸送

・海上輸送を原則とします。
・所定の日時までに遅延なく、所定の倉庫にお届けください。
・以降の送付は、別途、空輸料金10kgあたり10万円(トリノ大会参考金額)以

上の送料実費を承ります。
＜空輸はCO2排出が飛躍的に増加します＞

・厳禁：現地へ直接の物品発送はご遠慮ください。
④保険・関税

・配布物以外の展示物の「現存価値」をお知らせください。

２．紹介技術の概要(日本語２００字前後)について

・紹介する技術の新規性に焦点をあてて書いてください。(英語がある場合は
ご提供ください)

・展示技術を紹介したパンフレットやウェブサイトURLをご提供ください。
・ご提供いただく写真の解像度は２５０dpi（最大解像度）程度必要です。

３．出展団体・企業の選択

・スペースに限りがあるため、応募が多く、出展団体・企業を選択する必要が
生じた場合、当委員会が決定します。

・道路や積雪寒冷地との関係が見いだせない展示のお申し出は、お断りする
ことがあります。

出展における留意事項



募集から出展までの準備は、次のスケジュールに沿って実施い
ただきますようお願いいたします。

１)出展募集締め切り １０月２５日(金)

２)出展に伴う搬送品リストのご提出期限 １１月 ８日(火)

３)展示コンテンツ(内容)の提出期限 １１月１５日(金)

４)出展に伴う搬送品の入庫期限 １１月２２日(金)

出展スケジュール



御申込日

出展申込書

会社名（日）

会社名（英）

所在地

電話／FAX

URL

ご担当者／メールアドレス

●出展内容

ご希望のオプション

紹介技術の名称

紹介技術の概要
（日本語200字前後）
※技術が災害や異常気象時など
にどのように貢献するかに焦点
をあてて書いてください。

　　　　　　　　※英語原稿の有無 無し 有り

写真・図・グラフ・表のデータ数

映像資料（ビデオ・DVD) 無し

導入実績(日本)

導入実績(海外)

特許番号（該当する場合）

ISO等の取得（該当する場合）

希望する海外企業との提携
（例：アライアンス）

希望展示物・名称 無し

　・寸法(H×W×D)／重量

　・貨幣価値

配布用パンフレット 希望しない

ブースプレゼンテーション 希望しない

送付先： 公益社団法人　日本道路協会　安藤

FAX: 03-3581-2232／E-mail: ando@road.or.jp

平成25年　　月　　日

PIARC国際冬期道路会議アンドラ大会　日本ブース

電話 FAX

希望する（種類：　　　　　　　　　　部数：　　　　　　　　　　）

希望する（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（なければ空欄）

有り（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有り（タイトル：　　　　　　　　　　　　　　　　　時間：　　　　）



　

ご氏名 e-mail

ご氏名 e-mail

ご提
供数
量

必要数量

 1

　 4

　 1

　 24

　 10

　 8

 １セット

希望しない

送付先： 公益社団法人　日本道路協会　安藤

FAX: 03-3581-2232／E-mail: ando@road.or.jp

パンフレット在置 希望する（種類：　　　　　　　　　　部数：　　　　　　　　　　）

ご提供機器一種類につき、パンフレット一種類（英語版）とします。　パンフレット一
種類の最大部数は100部とします。

LED照明器具（自立型） 　

音響機器 マイク(スタンド付）：2本、アンプ：1台、ミキ
サー：１台、スピーカー：自立型2台　壁掛け型2台）

　

カラーレーザープリンタ 　

LED照明器具（アーム式：壁面/トラス取り付け） 　

LED照明器具（スポットライト：トラス取り付け） 　

●ご提供いただける機器（左の□に○を付けてください）

機器 ご提供いただける商品の名称

大型モニター　（80インチ以上） 　

ラップトップ・コンピュータ（17インチ程度） 　

URL 　 　

ご担当者

ご担当者

欧州のご連絡先

電話／FAX 電話 FAX

本社所在地

電話／FAX 電話 FAX

URL 　 　

平成25年　　月　　日

PIARC国際冬期道路会議アンドラ大会　日本ブース

協賛　お申し込み書

会社名（日）

会社名（英）


