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後援（予定）
総務省北陸総合通信局、経済産業省中部経済産業局

石川県、石川県警察本部、金沢市、小松市
（公財）石川県産業創出支援機構、NHK金沢放送局、北國新聞社、北陸放送

（一社）全国地域情報産業団体連合会（ANIA）
（一社）福井県情報システム工業会、（一社）富山県情報産業協会

北陸情報通信協議会

石川県金沢市袋畠町南193（西部緑地公園内）

e-messe kanazawaはグリーンICTに取り組んでいます

情報通信月間2017行事（予定）

e-messe kanazawa 2017実行委員会

e-messe kanazawa 2016アンケートより

「e-messe kanazawa」は皆様の企業をサポートします。

展示内容の感想
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平成29年5月18日（木）～5月20日（土）

http://www.e-messe.jp/

ビジネスマッチング ビジネスマッチング

機械 繊維 食品 農・林・漁業 建設

流通 教育 環境 医療・福祉 デザイン 出版・印刷 etc．

県 内 各 団 体 と の 連 携
・県内企業にITを使ったソリューションの提案
・IT利活用のミニセミナーの開催
・講演会、商談、相談会の開催

ICTビジネスマーケット

e-messe kanazawa 2017
ご出展社

ＩＴは、他産業のサポートインダストリー
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一般社団法人

一般社団法人 石川県情報システム工業会

（一社）石川県情報システム工業会
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■e-messe kanazawa2016
　出展社一覧

㈱アイ・オー・データ機器
㈱アイシム医療器
アースシステム㈱
EIZO㈱
㈱PFU
㈱ユーコム
㈱タスク
㈱横山商会
㈱石川コンピュータ・センター
㈱管理工学研究所
システムサポートグループ
㈱シーピーユー
㈱ジェイ・エス・エス
㈱DMM．comラボ
㈱パワー・アンド・IT
㈱金沢エンジニアリングシステムズ
㈱BELLSOFT
共同コンピュータ㈱
グレープシティ㈱
クレスコ北陸㈱
goowa㈱
㈱コスモサミット
サイバーステーション㈱
㈱サン・プロテック
サン・ライズ・システムズ㈱
㈱シミズシンテック
㈱シ・ピ・エル
高桑美術印刷㈱
第一コンピュータ印刷㈱
電波新聞社名古屋支局
日本経済新聞社大阪本社デジタルメディア部
北陸電話工事㈱
富士ゼロックス北陸㈱
富士通㈱
㈱富士通北陸システムズ
北電情報システムサービス㈱
北陸通信ネットワーク㈱
北国インテックサービス㈱
三谷産業㈱
㈱NTTドコモ　
NTT西日本
枚岡合金工具㈱ /㈱ネクストサイエンス
金沢かがやきブランド情報発信チーム
金沢市
NHK金沢放送局
石川県警察本部
NPO法人ケーネット知楽市
（一社）全国地域情報産業団体連合会（ANIA）
（一社）石川県情報システム工業会
【教育・研究ブース】
金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大学　連携事業
金沢工業大学
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
学校法人ファースト学園



「おもしろい！」がそこにある。おいでよ。e－メッセ金沢
今回で第32回を迎える、e-messe kanazawa（いしかわ情報システムフェア）は約5万人が来場する日本海側
最大のICTのビジネスショーです。毎年、北陸地区のICT関連を始め、製造業、流通業、観光関連、農林水産
業、建設・設計・デザイン業、行政機関、学校研究機関など、様々な業種の方の来場を頂いております。新たな
販路拡大やビジネスマッチングをお考えの企業・団体・研究機関の方は是非、ご出展下さい。

■広告宣伝物登録料 ・・・50,000円（税別）
　開催案内リーフレットへの個別出展内容掲載及び、e-messe公式HPでの個別企業案内
○開催案内リーフレット・・・社名及び出展内容（50文字程度）を掲載します。
※お取引先様などへのご案内用に、必要部数をお渡しいたします。（4月中頃配布予定）

○e-messe公式HP・・・出展社様の出展内容及び企業案内を掲載します。
※掲載期間：平成29年2月～10月（予定）
※掲載内容：企業情報、e-messe 出展内容、企業PRなど1社1ページで掲載
※e-messe 公式HPへの登録は、登録専用ページより出展社様によりご登録いただきます。

■１次側電気工事負担金（一次配線工事～ブレーカー設置まで、電気使用料含む）・・・9,000円（税別）／10Aあたり（期間中）
※コンセント設置（一ヶ所）には、工事費9,000円+コンセント（レンタル備品・2口10A）2,500円が必要となります。（いずれも税別）

○出展料に含まれるもの
①期間中の展示小間使用料　②2,970mm×2,970mm小間における基礎壁面　③統一社名版

※4小間以上の単独小間の場合、1小間、100,000円（税別）に特別割引　例・4小間：400,000円（税別）

○出展料に含まれないもの
①小間装飾費等経費　②二次側電気工事（出展社工事）　③電話回線工事、使用料　④プロバイダ料金　⑤広告宣伝物登録料　等

①e-messe kanazawa 公式HP出展申込みページにてお申し込み下さい。
（平成28年10月中に受付開始予定）

申込み ： http://www.e-messe.jp/　
申込み〆切り ： 平成29年2月末
②申込入力確認後、申込金の請求書を事務局より発送いたします。

会期終了後、上記申込金を差し引いた請求書を発行いたしますので、指定口座へお振込み下さい。

③指定口座へ申込金をお振込み下さい。（振込手数料は出展社様の負担となります）
申込金　50,000円
※お申込金は出展費用（総額）の一部（前受金）といたします。
※お申込金は原則として返金できません。
●申込金払込期限　平成29年2月末

2.装飾
①基本仕様以外の小間装飾は出展社の負担にて行ってください。
②小間の装飾の高さは2700mmとしますが、それを超える装飾を希望される出展社
は、隣接する他社に迷惑がかからないよう考慮して下さい。その高さはオープン小間
の場合小間全体が3600mmとし、単列の壁面小間の場合は左右、後面から
900mmセットバックして3600mmとします。

3.電気
①電気の使用を希望する出展社は電気容量の申込みに応じて主催者で一次側電気工
事として小間まで配線し、ブレーカを設置します。その費用は電気工事負担金として
別途ご請求いたします。（電気使用料含む）

②小間内の二次側電気工事（二次側ブレーカー、コンセント、照明工事）は各出展社の
負担により各出展社にて行ってください。

4.電話回線
①臨時電話、ISDN、ADSL等電話回線を希望する出展社はあらかじめNTTへ申込み下さい。
※電話回線工事、使用料は出展社負担となります。
（会期終了後NTTより各社へ請求されます）

５.インターネット臨時回線
①インターネット接続を希望する出展社はあらかじめNTT等にお申し込み下さい。
それにかかる経費は出展社負担となります。

6．広告宣伝物（ホームページ）への出展・企業情報登録
　①e-messe kanazawa公式ホームページに設けられた、出展社毎の紹介ページへ登
録していただきます。
※紹介ページへの入力は原則出展社にて行っていただきます。

7.出展にかかる料金

【出展規約】

1.出展申込の取消と変更
◎原則として申込締切日以降、すでに申し込まれた小間に対する変更または取
消しはできません。また、料金の返還も行いませんのであらかじめご了承下
さい。

2.出展に関する注意事項
◎出展内容
e-messe kanazawaの開催主旨にふさわしい内容のものとし、公序良俗に
反するものは禁止します。

◎出品物の管理及び会場保全
主催者は、会場全体の管理は行いますが、盗難や天災、火災、不可抗力等によ
る損害は主催者では責任を負いませんので、出展社個々において管理し、保
険等への加入などを行い万全を期して下さい。また、各社の行為で、人身や
施設に対する事故や損害を発生させた場合は速やかに主催者に連絡し、出展
社の責任で解決して下さい。

◎出品物の即売
会場内での商品の販売は可能ですが、開催主旨にあった商品を販売して下
さい。商品の販売は必ず自社小間内で行い、通路や共用部分での販売は禁
止します。また、他の出展社に迷惑がかかることや危険な行為があった場合
は主催者の判断により販売をご遠慮願う場合があります。販売を計画する出
展社は事前に事務局へその内容と価格をお知らせ下さい。

◎実演、講習、教室
出展社は自社小間での実演、講習、教室を行うことは自由ですが万が一、主
催者が会場管理上支障を生じると判断したときは制限または中止をすること
があります。

◎危険物の持ち込み
会場内に消防法で定める危険物（高圧ガスや液化ガス等）を持ち込む場合は
あらかじめ主催者に届け出て、その許可をとって下さい。消防署の審査を事
前に受けます。
※審査の結果、使用方法の改善または禁止になる場合があります。

◎規約等の変更
主催者は、この規約を一部変更することがあります。
変更した場合は速やかに出展社及び関係者にお知らせいたします。

標準ブース出展
◎小間の仕様
・1小間　2,970×2,970×H2,700
・3方壁面（角小間は2方のみ）
オクタノルム、システムパネル仕様
・統一社名看板設置
・床アスファルト

4小間の単独ブース出展
◎小間の仕様
・4小間以上の単独ブースの出展をご希望の場合は基本的にスペース小間とし、
土間渡しとなります。（床アスファルト）
※装飾はすべて出展社の負担で行なってください。
※装飾の高さ制限は小間全面を高さ3,600まで施工できます。

基本ブース

広告協賛
のご案内

e-messe kanazawaの公式ホームページに掲載するバナー広告スペースを準備しております。
バナー広告掲載料・・・15,000円（税別）　　掲載期間 : 平成２9年１月～１２月
詳細は事務局までお問い合わせください。

A-1ブース A-2ブース

出展申込登録

■出展料（小間代）・・・・・120,000円（税別）／1小間につき（３日間）

※工事は各ブースブレーカーまで、コンセント設置（一ヶ所）には、工事費9,000円
　+コンセント（レンタル備品・2口10A）2,500円が必要となります。（いずれも税別）
※お申込金は原則として返金できません。
※詳細及び不明点に関しては、事務局にお問い合わせ下さい。
TEL.076-267-4741　FAX.076-267-4499

1.出展小間の形態（企業展示ブース）

（e-messe kanazawa 2016より）

出展費用 ： 出展料+広告宣伝物登録料+一次電気工事負担金の合計になります

※その他の装飾は出展社の負担で行なっ
てください。
※装飾の高さ制限は隣接小間より900
ｍｍセットバックして高さ3,600ｍｍ
までとします。

ブース出展料 120,000円

50,000円

9,000円

1小間

出展社登録料

申し込み10A当たり「期間中」

広告宣伝物登録料

一次電気工事
負担金（使用料含む）※

別途出展社負担NTT等より直接請求インターネット
臨時回線

（税別）

（2,970×2,970ｍｍ）


