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謹啓 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日ごろは仙台国際センターに格別のご協力とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、仙台国際センターの指定管理者 青葉山コンソーシアムの自主事業として、
2018年から開催しております「SENDAI Communication Fair（ SEN Com）」は、お
かげ様で5回目を迎え、2023年2月7日（火）に開催することとなりました。

今回のテーマは「東北MICE～みちのくの魅力～」と題しまして、仙台にとどまらず、宮
城県・東北６県のMICE関連の自治体関係者様、コンベンションビューロー様等にご協力
いただき、“東北MICE”を全国に向けてPRする企画を予定しております。ALL東北で一丸
となり、みちのくの地でMICEを開催する魅力をお届けしたい所存です。

本イベントでは、仙台国際センターのご利用を検討されている主催者、PCO・代理店
等の運営に係わる関連企業をお招きし、当施設をご覧いただき、コンベンションを開催
する具体的なイメージを持っていただくと共に、運営サポート企業・地元関連企業によ
る展示商談会を通して、開催支援・サポートのマッチングを図り、仙台でのMICE開催成
功をお手伝いしたいと考えております。

SEN Com2023では、例年開催している館内自由内覧やコンベンションにおける運営
サポート企業様・地元関連企業様などのご出展に加え、東北広域のMICE開催地・宿泊・
エクスカーション・アフターコンベンション等の具体的な事例を多く打ち出すことで、
東北MICEのポテンシャルを発信していきます。

また、当日は全国から研究者、自治体、観光協会、コンベンションビューロー、観光
コンベンション関連企業・施設等のMICE関係者が130名ご参加される予定の日本コンベ
ンション研究会主催「国際観光コンベンション・フォーラム 2023 in 仙台」も併催いた
します。

ご承知の通り、未だに猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、イベントの
開催においても色濃く影響を受けており、2023年は時代の変化への適応、自らの変化を
求められる重要な年であると考えております。皆様と共により強固な受け入れ体制を創
出し、これからの東北でのMICE開催をより強く発信していければと存じます。

今後ともご支援とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
謹白



開催概要

■開催概要
仙台国際センターの利用を検討されている、もしくは利用の可能性がある団体や組織に対する施
設の見学とPR、また地域のコンベンション関係者によるPR活動の場です。本施設の見学会や公共
団体・ホテル・学会協力企業・PCO等の出展、ケータリング登録業者の出展により、コンベン
ション主催者や関係者へ仙台MICE開催をアピールいたします。
また、会議棟・展示棟も含めた仙台国際センター各会場の利用例（レイアウト/機材等）を視察い
ただきます。

【催事名】 「Sendai Communication Fair in 仙台国際センター -SEN Com2023-」

【開催日】 2023年2月7日（火）12：45～17：00【予定】 ※受付開始12:30

【開催場所】 仙台国際センター 展示棟（メイン会場）・会議棟

「国際観光コンベンション・フォーラム 2023 in 仙台」
日 程： 2023年2月7日（火）～8日（水）
会 場：仙台国際センター
主 催：日本コンベンション研究会
共 催：公益財団法人仙台観光国際協会／仙台国際センター

・概 要
日本コンベンション研究会が主催し、全国の研究者、自治体、観光協会、
コンベンションビューロー、観光コンベンション関連企業・施設等に呼びかけ、
MICE・集客交流産業のあり方・課題等を議論する。

詳細は日本コンベンション研究会HPをご覧ください。
https://www.japan-convention.net/information/31.html

【内容】 ①仙台国際センター 施設内覧
②仙台国際センター 備品ご紹介コーナー
③ケータリングサービス登録企業展示・試食会
④コンベンションサポート企業展示会

【併催】

⑤東北MICE魅力発信企画
⑥仙台国際センター ご相談コーナー
⑦仙台国際センター コロナ対策コーナー
⑧仙台市SDG’sコーナー

■対象

・過去・将来的な仙台国際センター利用者（催事主催者・催事関係者・キーパーソン・事務局等）
・仙台国際センターにおける関係企業や周辺地域関係者等

※昨年度 300名参加
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響、情勢により参加者数が例年より極端に減少、もしくは
本イベントを中止させて頂く場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。

■主催

仙台国際センター 青葉山コンソーシアム

■共催

仙台市 ／ 公益財団法人仙台観光国際協会 ／ 日本コンベンション研究会

■集客方法

・HPでの告知
・個別のご招待メール等でのご案内
・チラシ配付
・各種メルマガやフリーペーパーなどの情報誌掲載（無料）
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参考写真
SEN Com
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ケータリングサービス登録企業
コンベンションサポート企業
出展エリア（SENCom2019）

ケータリングサービス登録企業展示
（SENCom2019）

コンベンションサポート企業展示
（SENCom2019）

施設附帯設備展示エリア
（SENCom2019）

仙台国際センター・仙台観光国際協会
ご案内（SENCom2019）

国際センター ご相談コーナー
（SENCom2020）

各種受付窓口
（SENCom2020）



展示概要

■小間仕様

・小間サイズ：W1800×H2100×D900

・バックパネル：W1800×H1200（総高H2100）
※テープ・両面テープ、釘打ち禁止。チェスピン・画鋲、フック等をご利用ください。

・展示台：W1800×H700×D900（白布掛け）

･電源：2口コンセント×1ヶ（最大500Wまで）※電源の追加はできません。

・社名板：W900×H200
社名板表記をお申込書にご記入ください。株式会社等は（株）に略します。

■展示出展料

展示出展料：無 料
■搬入・搬出・開催日のスケジュール

・搬入時間
2023年2月7日（火）10：00～12：00

・開催時間
2023年2月7日（火）12：45～17：00

・搬出時間
2023年2月7日（火）17：00～18：00

※詳細なスケジュール、詳細につきましては「出展マニュアル」を小間割と合わせて、後日お送りいたします。
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■展示趣旨

SENDAI Communication Fairにご来場されるお客様は、仙台国際センターを今後ご利用･検討されて
いる主催者、PCO、代理店の方々が中心となります。
是非、ご出展を通して仙台開催を検討中の主催者様へのPRの場としてご活用ください。

■小間の利用方法

1社あたりの小間数は1小間となります。お客様向けのご案内スタッフを必ず1名は常駐くださいま
すよう、お願いいたします。



ご出展に
ついて

■小間割

・ 原則として申込順と致しますが、主催者にご一任願います。
・ レイアウトに制約があるため、ご希望に沿えない場合があることをご了承
ください。

・ 小間割の決定とともに、「小間割図」「出展マニュアル」をお送り致します。

■出展物の管理

すべて当日搬入、撤去の上、出展物の管理は各社で責任を持っておこなってください。
出展中に発生した、盗難・紛失・損傷・事故等の補償等の責任は一切負いませんのでご了承くださ
い。

■ごみ処理について

ゴミは全てお持ち帰りをお願いいたします。

■小間の譲渡・貸与・相互交換の禁止

出展社は割り当てられた小間の全部又は一部を、有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与もしくは、
相互交換する事はできません。

■変更・中止について

主催者は、不可抗力または、やむを得ない事情により、会期・開催時間の変更、または開催を中止
する場合がありますのでご了承ください。

■お申込方法

「展示申込書」に必要事項をご記入の上、下記係りまでお申込ください。

お申込期限：2023年 1月20日（金）必着

■お申込・お問い合わせ先
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仙台国際センター 指定管理者 青葉山コンソーシアム
（展示担当：羽藤、角田、神崎）
TEL：022-265-2211 FAX：022-265-2485
E-Mail：info@aobayama.jp

■展示・PR内容について

貴社のMICEに関連する業務や活動等（施設関係者は貴施設でのMICE開催等も含む）、幅広くPR・
セールスください。
なお、飲食の試食・試飲については禁止いたします。
（当館内での飲食・ケータリング提供はケータリング登録企業様のみ提供可となっております。当
館内での飲食提供はできかねますこと予めご了承ください。
※飲食提供にあたらないお土産品のサンプル展示・配布は可能です。
ただしパッケージされている既成品に限ります。

■火気の使用について

当日は火気使用禁止といたします。

mailto:info@aobayama.jp


出展申込書（コンベンションサポート企業出展）

お申込期限：2023年 1月20日（金）必着
お申込先：仙台国際センター 青葉山コンソーシアム
E-Mail：info@aobayama.jp
FAX：022-265-2485
※下記必要事項をご記入の上、FAXまたはE-Mailにて、2023年1月20日（金）までに
お申し込みください。

出展社名

社名板表記
※株式会社は（株）、有限会社は（有）等略式表記となります

住所

（〒 ）

TEL

FAX

E-Mail

担当者名

当日連絡先（携帯）

展示品
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Sendai Communication Fa i r
i n  仙台国際センター
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