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平成３１年度見本市出展企業の募集（第３回）について（ご案内） 

 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は当センターの業務・活動に、ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、高知県産業振興センターでは、高知県産業振興計画の柱の一つとして取り組んでいるものづくりの地産外商

を推進するため、関係機関と連携して、県内の機械系ものづくり企業、防災関連企業を中心に、外商活動の取組を進

めております。 

その一環として、当センターで全国の主要見本市の小間を借り上げ、高知県として一体感を持った展示を行うこと

で、県内企業の製品の情報発信や、商談機会として活用していただくよう準備を行っております。 

つきましては、別紙見本市の出展企業を募集しますので、参加を希望される企業の皆様は、「出展事業者募集要領」

をご検討の上、メールまたはＦＡＸにて別添「出展申込書」をご提出いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

 

 

 

 

今回募集見本市    

 ・平成３１年度開催予定の見本市で、過去の出展状況等を鑑み成約につながると思われる事前のニーズ調査等で 

出展希望者が多いもの。 

  

 

※（１）本件は、平成３１年度予算の成立等の後、速やかに事業を開始できるようにするために予算の成立等の前に

募集の手続きを行うものです。 

 したがって、平成３１年度予算の成立等が前提であり、事業の内容等に変更があり得ることをあらかじめご

了承下さい。 

※（２）皆様方の出展ニーズにお応えする為、様々な見本市への参加をご案内し、情報発信や商談の機会の提供に努

めておりますが、厳しさを増す予算の確保もあり、平成２９年度からは３回以上の出展となる企業様からは見

本市毎に１万５千円（装飾委託をしている見本市は３万円）の受益者負担をお願いしているところです。 
平成３１年度につきましても、平成２９年度からカウントして３回以上の出展となる企業様からは同様に 

１万５千円（装飾委託をしている見本市は３万円）の受益者負担をお願いする予定です。 
※（３）出展の希望が多い見本市については、事業戦略を策定している企業を優先させていただきますので、ご了承

ください。 
 詳しい内容につきましては、見本市の説明会等でご説明いたしますのでご理解とご協力をお願いします。 



 

 

今回募集対象の見本市一覧 

  出展見本市名 日程 場所 

食品加工 

機械・包装 

※第21回ジャパン・インター 

ナショナル・シーフードショー 
2019.8/.21～23 東京ビッグサイト 

JAPAN PACK 2019 2019.10/29～11/1 幕張メッセ 

※第17回シーフードショー大阪 2020.2月下旬 ATCホール 

農業機械 愛媛農林水産参観デー協賛農機展 2019.10月上旬 
愛媛県農林水産研究所 

（果樹研究センター） 

防災減災 

※危機管理産業展2019 2019.10/2～4 青海展示棟（東京ビッグサイト） 

※第４回関西オフィス防災EXPO 2019.11/13～15 インテックス大阪 

※第6回鉄道技術展2019 2019.11/27～29 幕張メッセ 

※第24回「震災対策技術展」横浜 2020.2/6～7 パシフィコ横浜 

第2回名古屋オフィス防災EXPO 2020.2/12～14 ポートメッセなごや 

住宅資材 第41回ジャパンホームショー 2019.11/13～15 東京ビッグサイト 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｷﾞﾌﾄ 

生活雑貨 

第3回国際ベビー＆キッズEXPO【春】 2020.1/20～22 幕張メッセ 

第3回国際雑貨EXPO 2020.1/20～22 幕張メッセ 

※第89回東京インターナショナル・ 

ギフト・ショー春2020 
2020.2/5～7 東京ビッグサイト 

総合厨房 

ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ機器 

第 48 回国際ホテル・レストラン・ショ

ー 
2020.2/18～21 幕張メッセ 

建築資材 建築・建材展2020 2020.3/3～6 東京ビッグサイト 

機能素材 新機能性素材展2020 2020.1/29～31 東京ビッグサイト 

福祉機器 
第46回国際福祉機器展H.C.R. 2019 2019.9/25～27 東京ビッグサイト 

第6回Care TEX 2020（ｹｱﾃｯｸｽ） 2020.2/12～14 東京ビッグサイト 
 

 

※は、広告代理店に装飾・運営を委託する予定の見本市です。 



 

平成３１年度第３回見本市出展者募集要領 

 

１ 参加企業を募集する見本市の概要  

＜食品加工機械・包装 見本市＞ 

①第21回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 
【出展対象】水産加工機械・関連装置、冷凍・冷蔵機器、厨房設備・調理器具 

       【期 間】2019年８月２１日（水）～２３日（金） 
【会 場】東京ビッグサイト  
前回の来場者実績等  入場者数 ３４、０１８人 
 

②JAPAN PACK 2019 
【出展対象】包装資材・機械、食品クリーン関連機材、検査・計測・包装関連機材 

       【期 間】2019年１０月２９日（火）～１１月１日（金） 
【会 場】幕張メッセ 
前回の来場者実績等  入場者数 ４６、４１６人 

 
③第17回シーフードショー大阪（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 

【出展対象】水産加工機械・関連装置、冷凍・冷蔵機器、厨房設備・調理機器 

          【期 間】2020年2月下旬 

          【会 場】ATCホール 

           前回の来場者実績等  来場者数 15、892人 

 

＜農業機械 見本市＞ 

愛媛農林水産参観デー協賛農機展 
【出展対象】農業機械・資材・鳥獣被害対策 

       【期 間】2019年１０月上旬 
【会 場】愛媛県農林水産研究所（果樹研究センター） 
前回の来場者実績等  入場者数 4、560人 
 

＜防災減災 見本市＞ 

①危機管理産業展2019（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 
【出展対象】防災・減災・セキュリティ 

       【期 間】2019年１０月２日（水）～４日（金） 
【会 場】青海展示棟（東京ビッグサイト） 
前回の来場者実績等  入場者数 １９、３５１人 
 

②第４回関西オフィス防災EXPO（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 
【出展対象】地震対策製品・備蓄品・感染症対策製品 

       【期 間】2019年１１月１３日（水）～１５日（金） 
【会 場】インテックス大阪 
前回の来場者実績等  入場者数  16、415人 
 

③第6回鉄道技術展2019（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 
【出展対象】鉄道・交通システム、インフラ技術、輸送、運行管理など 
【期 間】2019年11月２7日（水）～29日（金） 
【会 場】幕張メッセ 
前回の来場者実績等  来場者数 32、283人 
 

④第24回「震災対策技術展」横浜（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 
【出展対象】地震対策、津波対策、防災システム、備蓄関連製品 

       【期 間】2020年2月6日（木）～7日（金） 
【会 場】パシフィコ横浜 
前回の来場者実績等  入場者数 １９、051人 

http://www.exhibitiontech.com/seafood/
https://www.japanpack.jp/
http://www.exhibitiontech.com/seafood_osaka/
http://www.kikikanri.biz/riscon.html
https://www.bousai-expo.jp/ja-jp.html
http://www.mtij.jp/
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/


 

 
⑤第2回名古屋オフィス防災EXPO 

【出展対象】地震対策製品・備蓄品・感染症対策製品 
       【期 間】2020年2月12日（水）～１４日（金） 

【会 場】ポートメッセなごや 
前回の来場者実績等  入場者数 4、214人 
 

＜住宅資材 見本市＞ 
  第41回ジャパンホームショー 

【出展対象】建材・部材／住宅設備／インテリア／免震・耐震 
       【期 間】2019年１１月１３日（水）～１５日（金） 

【会 場】東京ビッグサイト 
前回の来場者実績等  入場者数 32、１30人 
 

＜パーソナルギフト 生活雑貨 見本市＞ 
①第3回国際ベビー＆キッズEXPO【春】 

【出展対象】知育玩具、ベビー・子供服、寝具・家具など 
       【期 間】2020年１月20日（月）～22日（水） 

【会 場】幕張メッセ 
前回の来場者実績等  入場者数 58、602人 
 

②第3回国際雑貨EXPO 
【出展対象】バラエティー雑貨、和雑貨。アウトドアグッズなど 

       【期 間】2020年１月２０日（月）～22日（水） 
【会 場】幕張メッセ 
前回の来場者実績等  入場者数 58、602人 
 

③第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2020（広告代理店等にブース装飾全体を委託予定） 

【出展対象】インテリアグッズ、ステーショナリー、アクセサリー、雑貨など 
       【期 間】2020年２月５日（水）～7日（金） 

【会 場】東京ビッグサイト 
前回の来場者実績等  入場者数 324、289人 
 

＜総合厨房 フードサービス機器 見本市＞ 
第48回国際ホテル・レストラン・ショー 

【出展対象】外食・宿泊・レジャー業界向け商談、総合厨房・フードサービス機器の商談 

          【期 間】2020年2月18日（火）～21日（金） 

          【会 場】幕張メッセ 

           前回の来場者実績等  来場者数 67、171人 

 
＜建築資材 見本市＞ 

建築・建材展2020 

【出展対象】一般建材・関連製品、耐震・制震・免震 

          【期 間】2020年3月3日（火）～6日（金）  

          【会 場】東京ビッグサイト 

前回の来場者実績等  来場者数 96、672人 
 

＜機能素材 見本市＞ 
新機能性素材展2020 

【出展対象】機能性マテリアル、機能性樹脂・機能性添加剤、高機能フィルム 

          【期 間】2020年1月29日（水）～31日（金）  

          【会 場】東京ビッグサイト 

前回の来場者実績等  来場者数 44、437人 

https://www.bousai-expo.jp/ja-jp.html
https://www.jma.or.jp/homeshow/
https://www.lifestyle-expo-spring.jp/ja-jp/about/bksp.html
https://www.lifestyle-expo-spring.jp/ja-jp/about/giftexsp.html
https://www.giftshow.co.jp/tigs/
https://www.jma.or.jp/hcj/
https://messe.nikkei.co.jp/ac/
http://www.convertechexpo.com/


 

 
＜福祉機器 見本市＞ 

①第46回国際福祉機器展H.C.R. 2019 

【出展対象】福祉機器、福祉施設・住宅環境設備用品、感染症予防用品 

          【期 間】2019年９月２５日（水）～2７日（金） 

【会 場】東京ビッグサイト 

前回の来場者実績等  来場者数 11９、452人 

 
②第6回Care TEX 2020（ケアテックス） 

【出展対象】介護用品、介護機器、介護施設向け設備・備品など 

          【期 間】2020年2月12日（水）～14日（金） 

【会 場】東京ビッグサイト 

前回の来場者実績等  来場者数 62、488人 

 

 

    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 出展対象者・出展条件  

  ・高知県内に本社または製造工場を置く企業、もしくはそれらで構成される団体 

  ・招待状発送、自社ホームページでの告知、パネル POP 等の作成等、出展効果を上げるための事前の準備が行

えること。 

 ・搬入日～最終日の搬出まで担当者を常駐させ（原則２名以上）、積極的な営業活動、搬入出作業を行えること 

・出展後の成果など、センターからの聞き取り調査やアンケート調査に協力すること（会期終了直後とそのあと

４年間 頻度年３回） 

  ・出展希望者が多く予定の小間数を超える場合は、別途審査会により出展企業を選定、もしくは負担金を徴収す 

る場合があります。（その場合は事前にご相談させていただきます。） 

  ・角小間等の小間位置、方向、広さの調整は、出展製品が決定後、打ち合わせにより決めていきますが、公平を

期すため、必ずしも全てのご希望に添えない場合があることを事前にご了承ください。 

 

３ 出展に要する費用  

（１）センターの負担 

・小間代（1社1小間まで）、照明、共通の装飾費、展示台等、最低限必要なレンタルパッケージ等 

・電気代など小間で一括して展示会の主催者に支払う経費 

 

（２）参加企業の負担 

装飾委託をする場合の例 装飾委託を行わない一般的ブース 

https://www.hcr.or.jp/
http://caretex.jp/


 

・上記（１）以外の経費 

・電気工事関連費用 

 照明や工事費用等が基本レンタルパッケージに含まれるかどうかは展示会ごとに異なります。 

・参加企業の職員等の旅費、宿泊費、飲食費等の経費（手配も含む） 

・参加企業が展示会で活用する営業資機材（チラシ、製品見本、大型パネル、タペストリー等）の作成・送付に

係る経費（設営・手配も含む） 

・特殊なレンタル備品（冷蔵庫、大型液晶モニターなど特定の企業のみが必要とする備品） 

・その他、参加企業が独自に行う営業に関する経費 など 

 

４ キャンセルについて  

・センターが展示会主催者に出展申込後、出展キャンセルはできません。 

・止むを得ずキャンセルする場合は、小間代金の全額（装飾委託の場合は装飾代含む）をキャンセル料としてご

負担いただきます。 

 

５ 申し込み方法及び締め切り  

・別紙「見本市 高知県ブース出展申込書」にて平成３１年3月25日（月）までにメール・ＦＡＸ等で申込を

お願いします。 

 

  ○「見本市 高知県ブース出展申込書」 

 

 

        

 

        

【お問い合わせ先】 

（公財）高知県産業振興センター  

ものづくり地産地消・外商センター 外商部 外商課

担当：岡村、西川、大黒 

電 話  ０８８－８４５－７１１０ 

ＦＡＸ  ０８８－８４６－２５５６ 

E-mail  gaisyou@joho-kochi.or.jp 

 

https://joho-kochi.or.jp/mono/boshu_mihonichi/31/form_3.docx

