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出展社一覧 セミナー ログイン／マイページ

開催にあたりご挨拶

平素より、本イベントの開催に多大なるご協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 さて、ご周知の通り、政府および全国の自治

体より緊急事態宣言の解除が発表され、大規模展示会につきまし

ても、開催できる運びとなりました。

これを受けて、e-messe kanazawa 2020 は時と場所を変え、今

まで通りの展示とWEB上でのバーチャル展示のハイブリッド形式

で開催させていただきます。 今回で35回目を迎える「e-messe

kanazawa 2020」は「未来のテクノロジー、ICTがつくる私たち

の夢」をテーマに、最新のAIやニューノーマル時代のキャッシュ

レス等のセミナーや県内はもとより国内外のICT関連企業・団体に

幅広くご参加いただき、IoT・AI・ロボット関連の多様な展示を企

画しております。

是非、ICTの今と未来を間近かに感じ取っていただき、未来に繋げ

るヒントを得ていただければ幸いです。多数の方のご来場をお待

ちしております。

私共は、コロナ禍によって経済活動が不透明な今こそ、本イベン

トを通じてICTによる社会の活性化と発展に貢献して参ります。引

き続き、皆様からのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げま

す。

e-messe kanazawa 2020 実行委員長

梶谷 忠博

バーチャル会場の操作方法について

参加申し込みはこちら

(一社）石川県情報システム工業会
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目3番地 石川県鉄工会館3
階
TEL/076-267-4741 FAX/076-267-4499
E-mail：jimukyoku@isa.or.jp
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ご協力ください。

第35回いしかわ情報システムフェア

e-messe kanazawa 2020
テーマ　： 未来のテクノロジー、ICTがつくる私たちの夢
開催趣旨： ICT関連企業によるICT/IoT利活用の促進、新たなビジネス提

案、新製品 等の展示を通して、地域の情報化推進に寄与する
ことに加え、新型コロナウイルスへの対応ビジネス提案を目
的として開催します。

主　　催： 一般社団法人石川県情報システム工業会
開催期間： 令和2年11月20日（金）・21日（土）

参加申し込み ログイン
!"#!$$!%&'(')'*'%+,+, カスタマイズ -+ , 新規+ こんにちは、#.# %さん

★参加申し込みは22日より開始
★TOPページ以外非表示

★差し替え

※事前参加申込は6/22(火)より開始(予定) 　という旨を記載

★6/15 TOPページ公開
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人をつなげる　夢につながる　未来のためのICT

令和3年7月16日(金)・17日(日)

ロゴ差し替え

36回
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AI・ロボット関連等の多様な展示および幅広い分野のセミナーを企画しております。
　さらには、同時開催イベントとして Kanazawa e スポーツエキスポ 2021 並びに
WROJapan2021
石川地区予選を予定しており、７月16日、17日の２日間をICT関連イベントとして盛り上げてま
いります。
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TOP ページ仕様
e-messe kanazawa2022 オンライン展示会 簡易仕様書 -1

来場ユーザーの主な機能

・登録情報の更新  ※氏名・会社名・連絡先等
・出展社ページの閲覧

2021.11.01 ※情報随時更新いたします

協賛バナー 協賛バナー 協賛バナー

協賛バナー 協賛バナー 協賛バナー

協賛バナー

2022

- 2022 年は引き続き各企業ブースに多く動画が使用されることを想定し、負荷に耐えることができるサーバーを選定。
上記対応により、資料の容量制限についても緩和

第 37 回いしかわ情報システムフェア

テーマ：新しいくらし　新しいビジネス　創造する力に ICT

開催期間：2022 年 5月13日 ( 金 )～31日 ( 火 )
　　　　　※リアル展示会は 2022 年 5月13( 金 )・14日 ( 土 )

e-messe kanazawa 2022

主 催

後 援

（一社）石川県情報システム工業会　http://www.isa.or.jp/

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、（公財）石川県産業創出支援機構、
（一社）全国地域情報産業団体連合会、（一社）富山県情報産業協会、（一社）福井県情報システム工業会、ＮＨＫ金沢放送局
北國新聞社、MRO北陸放送、北陸情報通信協議会
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お問合せ

キャッチコピーキャッチコピーキャッチコピー

アンケート来場挨拶

展示内容コメント
※申込書 -②の「出展内容」が表示されます

キャッチコピー：
出展社管理画面にて登録可能です
登録がない場合は表示されません

②-1. 資料：各ファイル 20MB以下
　クリックでダウンロードページに飛びます

①-1. 動画：各ファイル 100MB以下
クリックでポップアップし、

動画が再生できます

展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容
コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント
展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容
コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント展示内容コメント

出展社のマイページ　管理可能項目

ブースデザイン -変更等の対応について

・社名の変更、社名ロゴの変更
・キャッチコピーの登録
・コンテンツの登録
・ブースカラーの変更

・ページ／コンテンツ閲覧数・ページ訪問者・問い合わせなど

・ブースの色を変更する場合
　＝出展社マイページより変更可能です。
・出展社独自のブースデザインをご希望の場合
　＝オプションにて（株）シ・ピ ・エルで対応致します。
　　※内容により 22,000～44,000 円 ( 税込 ) で承ります。
　　または、（株）シ・ピ ・エルにてパネルや動画、キャッチコピーの
　　位置に制限を設けておりますので、そちらを踏まえ出展社側で
　　デザインして頂き、データをご支給頂きます。

※ご不明な点は、下記にお問い合わせください。
Mail：e-messe-vr@cpl-ishikawa.co.jp ／ TEL：076-275-8111( 担当：三納 )

③社名ロゴ (企業 HPヘリンク )

( 株 ) シ・ピ・エルからの提供データ
(毎週月曜に週間報告をメールにてお知らせ )

＜出展社ページデザイン及びブースの機能＞ 出展企業ページ仕様
e-messe kanazawa2022 オンライン展示会 簡易仕様書 -2 2021.11.01 ※情報随時更新いたします

①-1 動画ファイル 4 mp4 貴社の動画データを掲載することができます。
クリックで動画が拡大表示されます。100MB

ファイルの種類 最大ファイル数 容量制限／1ファイル 拡張子 備考 ファイルの種類 最大ファイル数 容量制限／1ファイル 拡張子 備考

①-2 動画ファイル用サムネイル 4
jpg
png

ブースに表示させる為の画像データです。
サムネイルサイズは出展社説明会にてお知らせします。
 ※ご提供頂いた資料を元に、（株）シ・ピ・エル 
　にて作成も可能です。 ( 無償 )

800KB

②-1 資料ファイル 12

jpg
png
pdf
mp3

貴社のカタログや技術文書などの資料データを
掲載することができます。
※テキスト・プレゼンデータ・カタログデータ
　等をご提供ください。
資料をクリックでダウンロードページにリンクします。

20MB

②-2 資料ファイル用サムネイル 12
jpg
png

ブースに表示させる為の画像データです。
サムネイルサイズは出展社説明会にてお知らせします。
 ※ご提供頂いた資料を元に、（株）シ・ピ・エル 
　にて作成も可能です。 ( 無償 )

800KB

③ 社名ロゴ 1
ai
jpg
png
psd

各社ページのブースに掲載します。
ai 及び psd での入稿の場合は、（株）シ・ピ・
エル にて png に変換させて頂きます。

800KB

④ アンケート 1 URL
出展社独自のアンケートページへリンクする
ことができます。
※アンケートの作成は別途+13,200 円 ( 税込 )
　にて承ります。

⑤ お問い合わせ 1 URL

出展社独自の問い合わせページへリンクするこ
とができます。
※問い合わせURL がご提供されない場合は、
　e-messe kanazawa 2022 オンライン展示会の
　問い合わせURL を記載します。


