富山県ものづくり総合見本市2019出展者一覧
国内出展者
IAAZAJホールディングス株式会社
株式会社アイシム医療器
アイシン軽金属株式会社
アイシン新和株式会社
アイシン・メタルテック株式会社
アイティオ株式会社
アイティ経営コンサルタント株式会社
株式会社アクア機械工業
朝日印刷株式会社
朝日町商工会
有限会社あじさいの家
味処 真琴
株式会社あるぺん村
アルマーク株式会社
アンタック株式会社
有限会社イージー・エンジニアリング
株式会社イーシステム
株式会社イクシス
池田金属工業株式会社
石川県中小企業団体中央会
一般社団法人石川県鉄工機電協会
株式会社石崎製作所
イセ株式会社
株式会社一期
株式会社今井機業場
株式会社イマオコーポレーション
射水市商工会
株式会社岩黒製作所
ヴィッテンシュタイン株式会社
株式会社ウエステック
株式会社ウェルキャット
魚岸精機工業株式会社
株式会社内山精工
駅前ラーメンひげ
越中福岡の菅笠振興会
エヌアイシ・オートテック株式会社
エヌヴェントジャパン株式会社
株式会社エヌエス・ブレーン
NOK株式会社
株式会社NTTドコモ
エフアイニット株式会社
株式会社エムダイヤ
株式会社大浦工業
OS・マーケティング株式会社
株式会社大谷工業
株式会社オーバル
太谷株式会社
有限会社小野沢家具店
小矢部繊維工業株式会社
おやべ繊維ブランド化推進協議会
おりーぶ
オリオン機械株式会社
株式会社カジメイク
勝星産業株式会社
株式会社金森メタル
カナヤママシナリー株式会社
カブトプラテク株式会社
上市町商工会
株式会社河島建具
川田ニット株式会社
川本化成株式会社
岸田木材株式会社
株式会社北日本製工
キタムラ機械株式会社
Kitchen Ben’s Beef Bar
キュアコード株式会社
餃子のまーちゃん
株式会社空間洗浄Lab
「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム
クレープREVEL
クロダ精機株式会社
黒部フーズサプライ株式会社
ケーシーアイ・ワープニット株式会社
KDDI株式会社
ケルヒャージャパン株式会社
株式会社廣貫堂
興研株式会社
株式会社高志インテック
有限会社向陽缶機
コーセル株式会社
株式会社ゴールドウイン
国際拠点港湾伏木富山港ポートセールス事業推進協議会
コスモサウンド
粉物専門店冨よし商店
コニカミノルタジャパン株式会社
小松鋼機株式会社 機工事業部
株式会社近藤製作所
埼玉県産業技術総合センター
公益財団法人埼玉県産業振興公社
埼玉県産業労働部産業支援課・先端産業課
株式会社斉藤製作所
坂田通商株式会社
澤川鍛造工業株式会社
三英工業株式会社
三協化成株式会社

三協立山株式会社
三耐工業株式会社
株式会社サン・フレア
株式会社サン・プロテック
三洋貿易株式会社
C.D.T企画
株式会社CBFサービス
株式会社ジェイコム
ジェスシステムズ株式会社
株式会社ジェック経営コンサルタント
株式会社SHIMARS
株式会社島津製作所
株式会社伸栄商会
シンゲン精密材料株式会社
株式会社スギノマシン
株式会社スズニット
株式会社スプラウト
スリーエムジャパン株式会社
株式会社セイシン
ゼオンノース株式会社
株式会社ゼフィール
株式会社ゼン
ソフトバンク株式会社
株式会社ダイエイバレル
株式会社大興製作所
有限会社タイショウ
株式会社ダイテックス
ダイト株式会社
DINING KITCHEN CAR 313
ダイヤセラミックス
泰和ゴム興業株式会社
株式会社タカオカメガ
株式会社タカギセイコー
株式会社タカシマ
タカタ精密工業株式会社
タカノギケン株式会社
高松油脂株式会社
竹中産業株式会社
株式会社タスク
株式会社TAPP
立山科学グループ
株式会社タナカエンジニアリング
田辺工業株式会社
株式会社TAN-EI-SYA
有限会社端保機工
独立行政法人中小企業基盤整備機構
津根マシンツール株式会社
椿本興業株式会社
株式会社椿本チエイン
ティーアンドティー・タカマツタテグ／オレットドア販売
DHF JAPAN 株式会社
テイカ製薬株式会社
株式会社テクノア
株式会社テクノソリューションズ
有限会社デコラティブクリエーション
伝統工芸高岡銅器振興協同組合
株式会社電陽社
東亜薬品株式会社
東京貿易テクノシステム株式会社
東成エレクトロビーム株式会社
東拓工業株式会社
東朋テクノロジー株式会社
株式会社東洋溶材
東レ・テキスタイル株式会社 井波工場
轟産業株式会社
株式会社鳥羽
とやまアルミコンソーシアム
富山県IoT推進コンソーシアム
一般社団法人富山県アルミ産業協会
一般社団法人富山県機電工業会
富山県産業技術研究開発センター
富山県商工会連合会
一般社団法人富山県情報産業協会
公益財団法人富山県新世紀産業機構
一般社団法人富山県繊維協会
富山県総合デザインセンター
富山県中小企業団体中央会
公益社団法人富山県デザイン協会
富山県プラスチック工業会
一般社団法人富山県薬業連合会
公立大学法人富山県立大学
富山高等専門学校
富山市新産業支援センター
富山市八尾山田商工会
富山スガキ株式会社
富山大学
富山通商株式会社
株式会社富山フォーム印刷
株式会社富山プレート
トヨタ自動車株式会社（特別展示）
株式会社酉島製作所
株式会社中島工務店
中原化成品工業株式会社
西川産業株式会社
株式会社日伝
株式会社日刊工業新聞社
日工株式会社

日鉄テクノロジー株式会社
日本キャンバス株式会社
株式会社日本成工
日本オープンシステムズ
一般社団法人日本工作機械工業会
日本スピードショア株式会社
日本ソフテック株式会社
株式会社日本抵抗器製作所
日本放送協会富山放送局
株式会社ネイブ
株式会社ネクストリー
NES株式会社
ネッツトヨタ富山株式会社
野々市運輸機工株式会社
株式会社パウレック
株式会社橋本テクニカル工業
株式会社バルコム
阪神化成工業株式会社
バンドー化学株式会社
疋田産業株式会社
株式会社ヒラ・テック
ファーマパック株式会社
ファインネクス株式会社
株式会社フォトロン
福西電機株式会社
株式会社富士薬品
株式会社ブルードリーム
株式会社フロロコート 新潟事業部
有限会社へちま産業
ヘルスケア産業研究会
株式会社北越
北電情報システムサービス株式会社
株式会社北熱
株式会社北陸エンジニアプラスチック
株式会社北陸銀行
北陸経済連合会
北陸コンピュータ・サービス株式会社
北陸電気工業株式会社
北陸電機製造株式会社
北陸電力株式会社
株式会社北陸ヨシナカ
北興産業株式会社
株式会社堀内電機製作所
株式会社堀江商会
株式会社マーカーワークス
株式会社マイセック
株式会社マシンソル
株式会社松井機業
株式会社松村精型
マルエツ電機株式会社
株式会社まるたかや
丸文通商株式会社
マルヤス機械株式会社
丸和ケミカル株式会社
三田産機株式会社
株式會社三田商會
株式会社みつわポンプ製作所
宮岸株式会社
株式会社ミヤモリ
株式会社みやもり 富山営業所
株式会社妙徳
株式会社三好キカイ
株式会社村山製作所
株式会社メイワ
株式会社メルシー
八千代産業株式会社
ヤマキ電器株式会社
山口ニット株式会社
山口物流株式会社
山崎機工株式会社
株式会社ヤマダコーポレーション
株式会社ヤマト
株式会社ヤマトコ
ユウ・アクアライフ
株式会社ユーコム
株式会社ユニゾーン
株式会社横山商会
吉沢工業株式会社
ライカマイクロシステムズ株式会社
株式会社ラピュタインターナショナル
株式会社ランブール
リコージャパン株式会社
株式会社リッチェル
株式会社流通産業
菱越電機株式会社
YKK株式会社
YKK AP株式会社
若鶴酒造株式会社
株式会社若野鋳造所
株式会社和光商會

海外出展者
大興安嶺昌茂源農業発展有限公司
哈爾賓安沢科技有限公司
哈爾濱金美楽商業機械有限公司
哈爾賓有機島食品有限公司
牡丹江山泉国際経済技術合作有限公司

黒龍江省食葉参生態植物科技開発有限公司
黒龍江省創超健康産業発展有限公司
黒龍江農墾凱利冷凍食品有限公司
黒龍江省晟源経貿有限公司
長春盛昊電子有限公司
吉林省優尚科技有限公司
吉林市超信経貿有限公司
吉林省弘一万方跨境電子商務有限会社
吉林省响鈴公主網絡科学技術有限公司
四平市北威鉬業有限公司
四平市泰和熱工設備製造有限公司
吉林省博古芸人文化産業発展有限公司
吉林省徳楽農業合作聯合社
長春栄徳光学有限公司
大連三沅工業有限公司
大連現代機械有限公司
銘成精密工業（大連）有限公司
大連現代高技術集団有限公司
大連同悦機械有限公司
大連同人金属科技有限公司
大連益大精密橡膠製品有限公司
大連応友工業有限公司
大連徳盛達精密製品有限公司
大連方興金属製品有限公司
美立吉（大連）国際貿易有限公司
大連乾宝鋳鉄有限公司
大連日之宝機械製造有限公司
大連芸才精密模具有限公司
大連鑫森科技発展有限公司
大連金雕鋳鍛工業有限公司
大連愛多利商貿（木業）有限公司
大連嘉豊石油機械有限公司
大連市旅順口区商務局
大連艾拉雅信息科技有限公司
大連鴻鵬塑料包装有限公司
大連旅順山栄橡膠有限公司
大連恵鴻達油圧設備有限公司
大久貿易（大連）有限公司
中国国際貿易促進委員会遼寧省分会（中国国際商会遼寧商会）
遼寧金鋼重型鍛造有限公司
遼寧科瑞徳電纜有限公司
盤錦同洲実業集団有限公司
遼寧金貫鑫通股権投資管理有限公司
営口宝唯管業発展有限公司
遼寧省沈撫新区管理委員会
北京古龍嘉蘭生物技術有限公司
大連和光国際旅行社有限公司
因那智能装備（大連）有限公司
大連日建貿易有限公司
大連金利達食品有限公司
大連中邦国際労務有限公司
一般社団法人日本大連商会
中国国際貿易促進委員会瀋陽市分会
瀋陽博納鈦業科技有限公司
遼寧省軽工科学研究院有限公司
中照昊富（瀋陽）能源管理有限公司
瀋陽荣嘉科技有限公司
遼寧旭天農業科技有限公司
瀋陽融荣科技有限公司
青島金諾国際会展有限公司
青島青安光電科技有限公司
青島貝諾磁電科技有限公司
青島精鋭機械製造有限公司
膠州市科学技術協会
即墨区科学技術協会
青島市科学技術協会
山東正凱新材料股份有限公司
山東運達機床股份有限公司
棗荘市泰瑞精細化工有限公司
棗荘市美果来食品有限公司
中国国際貿易促進委員会棗荘市支会
山東朗恒化学有限公司
山東艾孚特科技有限公司
山東栄信集団有限公司
泰山玻璃繊維邹城有限公司
山東金鼎実業股份有限公司
山東硅歩機器人技術有限公司
山東東遠石油装備有限公司
山東済信汽車配件有限公司
山東諾博泰智能科技有限公司
山東金科星公司
山東天河科技股份有限公司
山東布科思機器人有限責任公司
珞石（山東）智能科技有限公司
済寧凱泰溶接科技有限公司
邹城特力機械装備有限公司
中国国際貿易促進委員会山東省委員会貿易投資服務中心
邹城工業園区管理委員会
河北鶴煌網業股份有限公司
衡水遠博進出口有限会社
河北盛偉基業玻璃鋼集団有限公司
河北中清机械股份有限公司
邢台微子軸承有限公司
安平県紅星絲網製造有限公司
衡水電機股份有限公司
天津世通機械進出口有限公司
天津市鋳鍛行業協会

天津宝信鋳造股份有限公司
天津栄亨集団股份有限公司
天津市宇軒科技有限公司
天津吉隆昌模具材料銷售有限公司
天津得利偉機械製造有限公司
天津盛達機械有限公司
天津市佳岳興精鋳有限公司
天津市新聯鋳鍛有限公司
天津市模具工業協会
天津宣勝科技有限公司
天津湶鈺冒口有限公司
玖昌（天津）科技有限公司
阿鍶卡精密機械（大連）有限公司
大連福元棉業有限公司
合肥高科科技股份有限公司
大連華録国正産業有限公司
江蘇米勒醫療科技有限公司
忠玉机械（大連）有限公司
天津泰鴻瑞電子科技有限公司
大連同大電子有限公司
大連新華医療設備有限公司
大連谷伍電子有限公司
進期科技股份有限公司
町洋国際股份有限公司
佰機実業股份有限公司
劦井実業股份有限公司
佳毅国際有限公司
松湖実業股份有限公司
億典企業股份有限公司
台日産業技術合作促進会
勝方実業股份有限公司
台鎔科技材料股份有限公司
成翌股份有限公司
金利橡膠股份有限公司
昊爾科技有限公司
世紀貿易股份有限公司
TAIYO BASHI Co., Ltd.
モンゴルカイゼン協会
在日ロシア連邦通商代表部
ユーロプラスト沿海地方工場
PJSC URALHIMMASH
JCS "Arhangelsk experimental seaweed plant"
KARVI COMPANY
Aj Co., Ltd
BM Group
EMSインターナショナルトレーディング株式会社
セムコープ・デベロップメント社
PT Kawasan Industri Kendal（クンダル工業団地）
西スラウェシ州
スルヤチプタ工業団地／PT．スルヤチプタ・スワダヤ
PT．Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
インドネシア投資調整庁（BKPM）日本事務所
インドネシア共和国大使館
ダイワ・テトラ・マヌンガル・コントラクシ
カイタック プレシジョン
VSIPグループ
PETCHNGAM168 COMPANY LIMITED
TK THAI FOOD PRODUCT（2018）Co., Ltd.
タイ投資委員会（BOI）東京事務所
タイ王国大使館工業部
駐日ミャンマー連邦共和国大使館
AJAY INDUSTRIES
JOSHI ENTERPRISES
FURNITURE VALLEY
AMBITIOUS ENTERPRISES PVT LTD.
East India Trading Company
M/S HARI TRADEX INDIA
M/S PRATHAM INTERNATIONAL INDIA
TexelQ Engineering India Pvt. Ltd.
AJAY FASHION CREATORS
MEDILAB EXPORTS CONSORTIUM
AIRCON SYSTEMS
MANJEET ENGINEERING WORKS
P SUBBARAJ & CO.
FEDERATION OF INDIAN EXPORT ORGANISATIONS（FIEO）
マレーシア貿易開発公社（MATRADE）
マレーシア投資開発庁（MIDA）
ETS BIOFREEZE SDN. BHD
GLOBAL-PACIFIC MANUFACTURING SDN BHD
AA PRODUCTS SDN BHD
Metronics Manufacturing Sdn Bhd
SE MICRO ENGINEERING SDN BHD
SEONG HIN PRECISION ENGINEERING SDN. BHD.
SP TEAMS MANUFACTURING SDN. BHD
Supremesoft（M）Sdn Bhd
UNITY FORGING TECHNOLOGY SDN BHD
VICTOR MANUFACTURING SDN BHD
在大阪・神戸米国総領事館 商務部
米国ミシシッピ州政府駐日代表事務所
ノースカロライナ州政府日本事務所
ペンシルベニア州政府 日本投資事務所
サウスカロライナ州商務局日本事務所
米国バージニア州経済開発機構
米国ウエストバージニア州政府日本代表事務所

国内に加え、中国・台湾・モンゴル・ロシア・シンガポール・インドネシア・ベトナム・タイ・ミャンマー・インド・マレーシア・アメリカから出展

T-Messe2021
富山県ものづくり総合見本市
リアル
バーチャル

出展募集のご案内

■開催概要
名

称

会

期

T-Messe2021 富山県ものづくり総合見本市
2021年10月28日（木）～10月30日（土）

（バーチャル出展期間は10月28日（木）
～11月30日（火））
開催時間

対象業種

工 作・産業機械、自動車関連、精密機械、電

展示規模

6,997㎡（西館3,634㎡、東館3,363㎡）

主

富山県ものづくり総合見本市実行委員会

10：00～17：00

（ただし、最終日は16：00まで）
会

場

富山産業展示館（テクノホール）
〒939-8224 富山市友杉1682番地

催

子・電機、鋳造・金型、金属加工品、プラス
チック、アルミ、ＩＴ、化学、医薬品、伝統
工芸、食品加工、繊維、デザイン産業 等

今回より出展申込はwebサイトからの受付となります。以下の専用URLより、お申込ください。

https://www.toyama-tmesse.jp/

■展示会の特長
特長

2

4

国内・海外企業と直接出会え、販路開拓を推進します。

「リアル会場」と「バーチャル会場」の

ハイブリッド開催！

特長

最先端の技術や製品・サービスを特別展示！

特長

5

「リアル」「バーチャル」両方の出展も可能です。

特長

3

基調講演、セミナー、体験コーナーなど関連行事が充実！

著名講師による基調講演をはじめ、多様なセミナー、
ものづくり体験教室などを実施します。

連携する業種・分野ごとに下記の小間の単位で必要な小間数
のスペースのみの料金となります。
出展団体ごとに下表の大型・小型タイプいずれか必要な小間
数をお申し込みください。
「スペースのみ」の料金となります。

■平面イメージ図〔連携タイプ〕

※システム展示台・パネルの料金はwebサイトの申込フォームをご
確認ください。

リクルートにも最適！

6

デジタルトランスフォーメーションに関する
特別展示を実施します。

［２］独立小間（大型・小型）タイプ［基礎小間料金（税込）］

学生向けの企業研究ラリーも開催し、
ものづくりマインドの涵養につなげます。

〔大型タイプ〕約5.9㎡（間口2.97ｍ×奥行1.98ｍ）
基礎パネル付

連携タイプイメージ

■出展メリット
メリット

❶

メリット

❷

メリット

❸

貴社の商品・技術の効果的なアピールが可能！

メリット

「リアル」「バーチャル」双方の強みを生かし、国内
外のものづくり企業と出会えます。

❹

海外バイヤーとの商談で販路開拓できる！

メリット

❺

ものづくりに関連した多様な情報を収集できる！

メーカープレゼンや海外の投資環境やDXに関するセ
ミナーなど、貴社が必要とするさまざまな情報を得
ることができます。

■開催までのスケジュール
出展申込締切

出展者説明会

※各 々の優れた技術・製品を来場者に一丸となってPRできる場として、商談
の活性化や企業間連携の基盤づくりなどビジネス機会の創出につながります。
※システム展示台・パネルを希望者に有料で手配します。
※詳細はwebサイトでご案内します。

ものづくり人材の確保！

メリット

❻

2021年 ６ 月 下 旬

※社名サイン、パラペットは
基礎小間料金に含まれます。

オンライン商談会も実施！

事前マッチングを行い、バイヤーとの商談も可能です。

300

会

式

■過去の開催実績
出展者推移（社・団体）
開催年
2019年
2017年
2015年

総 数
478
440
388

1,980

国 内
282
290
226

海 外
196
150
162

来場者数推移（人）
開催年
2019年
2017年
2015年

総 数
25,981
24,566
16,419

商談数推移（件）
開催年
2019年
2017年
2015年

総 数
8,317
5,148
4,354

問い合わせ先

〒930-0094 富山市安住町2番14号
E-mail info@toyama-tmesse.jp

TEL（076）
411-5790（平日10：00～17：00） FAX（076）431-1915
URL

https://www.toyama-tmesse.jp/

990

2,970

※社名サイン、パラペットは
※社名サイン、パラペットは
基礎小間料金に含まれます。
基礎小間料金に含まれます。

1,980

495

1,980

1,980

パンチカーペット

パラペット裏面 蛍光灯設備（40W）

300

パイプ椅子
名刺受

2,970

パラペット裏面 蛍光灯設備（40W）

300

パイプ椅子

2,500

名刺受

コンセント
（100V×1.5kw）

750
1,980

※社名サイン、パラペットは
基礎小間料金に含まれます。

990

1,980

495

2,500

1,980

1,980

コンセント
（100V×1.5kw）

750

パンチカーペット

受付カウンター

富山県ものづくり総合見本市実行委員会
富山県ものづくり総合見本市事務局（北日本新聞社内）

1,980

990

2,970

1,980

495

受付カウンター

パンチカーペット

◎スペースのみプラン
島小間など、基礎パネルを全く使用せず独自に装飾する場合は、ス
ペースのみの料金をお支払いいただきます。
※ただし、４小間以上の申し込みから受付となります。

２

リアル出展に関する注意事項

①高 さ制限：高さは2,500㎜です。これを超える装飾は、条件があ
りますので、必ず事務局へお問い合せください。
②小 間の配置：小間の配置につきましては、業種、出展内容、会場
全体の構成を配慮して事務局にて行います。
③小間の譲渡、貸与、交換は禁止します。

リアル出展を申し込まれた出展者は無償でバーチャル出展も可能
です。バーチャル出展に関しては右記をご確認ください。

2,500

出展申込締切までにwebサイトの「出展のご案内」ページか
らお申し込みください。

名刺受

コンセント
（100V×1.5kw）

55,000円（税込）

申し込み方法について

パイプ椅子

（例）レンタルパックブース図（㎜）

2,500

企画展示ブース

５

2,500

受付カウンター

2,500

出展の様子（全体）

名刺受

300

◎レンタルパックブース付きプラン
基礎パネルに加え、簡易装飾を施した「レンタルパックブースプラン」
をご用意します。（１～２小間タイプ）

300

68,000円

バーチャル出展について

バーチャルの出展料

750

※社名サイン、パラペットは
基礎小間料金に含まれます。

2021年10月28日

パイプ椅子

2,500

1,980

スペースのみ

インターネット上での仮想の展示スペースによる「バーチャル
展示会」を開催します。昨今の情勢によりリアル出展されない
出展者もご出展していただくことができます。

300

300

2,500

●基調講演
●国内・海外バイヤーとの商談会
●海外投資環境セミナー、就職関連セミナー
●メーカープレゼン 出展企業によるプレゼンテーション
●企業研究ラリー 大学・専門学校・高校生による見学会
●ものづくり教室 小学生を対象とした科学・ものづくり体験教室
●全日本製造業コマ大戦 など

88,000円

①仕様
企業概要、製品情報・技術情報の紹介、各社ホームページリンク、
企業PR動画、オンライン商談システムのリンク組み込み、テキス
トチャット機能など予定。決定次第ご案内します。
②注意事項など
・ブ ース出展者の展示データ（画像、動画、テキスト）のご提供を
（例）大型タイプ寸法図（㎜）
※社名サイン、パラペットは
お願いいたします。
※社名サイン、パラペットは
※社名サイン、パラペットは
基礎小間料金に含まれます。
基礎小間料金に含まれます。
基礎小間料金に含まれます。
パラペット裏面 蛍光灯設備（40W）
・出展にあたっての手引き、注意事項の詳細につきましては、後日
パラペット裏面 蛍光灯設備（40W）
ご案内いたします。

（例）小型タイプ寸法図（㎜）

300

開

４

◎基礎パネル付きプラン
システムパックを使用し、隣接する小間仕切り、背面、側面を設置し
ます（社名板、蛍光灯１本含む）
。角小間でパネルの一部が不要とな
る場合、または複数の小間を使用し、一部の小間仕切りが不要となる
場合は、打ち合わせによりパネル撤去は行いますが、小間料金の減額
はありません。

■ 関 連 行 事（予定） ※決定次第webサイトにて案内します。

2021年５月31日

基礎パネル付

基礎パネルを使用し、出展者ごとに独立した出展ブースを配
置するタイプです。

貴社情報を１カ月掲出することで、リアル会期以降
にも顧客との接点ができます。
訪問者のデータベース化など様々な機能が利用できる
ほか、遠方の企業様には出展コストの削減にもつな
がります。

127,000円 スペースのみ 102,000円

〔小型タイプ〕約3.9㎡（間口1.98ｍ×奥行1.98ｍ）

［２］独立小間（大型・小型）タイプ

企業研究ラリーやリクルートセッションを開催し、
県内外の学生の参加を促します。
貴社の魅力を学生に発信することが可能です。

バーチャル出展の期間は１カ月！

国内バイヤーはもとより、ジェトロと協力し、海外
バイヤーとの商談機会を設けます。

をご覧ください。

３ リアル出展の出展料について
［１］連携タイプ

アルミ、プラスチック、金型、ＩＴ、医薬品のような業種・
分類ごとに複数の企業が連合体となりまとめてスペースを借
り上げ（下図の水色部分）、参加するタイプです。

出展者・来場者ともに安心してご参加いただけます。

https://www.toyama-tmesse.jp/

詳細・申込はwebサイト

１ リアル出展の形態
［１］連携タイプ

安全・安心の

新型コロナウイルス感染防止対策！

特長

日本海側最大級の国際展示会！

1

特長

■出展規約

コンセント
（100V×1.5kw）

750

６

支払いについて

７

出展申込の変更または取消し

８

その他

990

2,970

495

1,980

パンチカーペット
①小間料金は事務局からの請求により期日までお支払いください。
受付カウンター
（出展者説明会後の予定）
②その他電気工事等を必要とする出展者は、申込内容により別途料
金を負担してください。詳細は事務局よりご案内いたします。

①出展申込締切以降は、すでに申し込まれている小間数の変更はで
きません。
②小間料金入金以降に出展の取消しをした際には、小間料金の返還
はいたしません。
③出展申込締切以降、出展を取消す場合は、取消し分の費用が発生
するため、事務局へお問合せください。
④事 務局は、申込み内容が開催趣旨にそぐわないと判断した場合、
出展をお断りします。
⑤新型コロナウイルスの感染状況等により、事業の開催を中止する
場合がありますので、予めご了承ください。
①出展物の保全確保

出展者は期間中、搬入出、展示、実演において事故防止に努めてください。
事務局では、開催時間内、警備員を配置するなど会場全体の保全管理にあた
りますが、盗難、損傷、紛失、火災、天災、不可抗力等による出展物等への
損害に関する補償や責任は負いませんので、出展者はあらかじめ出展物に保
険をかけるなど万全を期してください。

②実演

実演は自由ですが、開催時間内、事務局が巡回し、管理上支障が生じると認
めた時は実演を制限、または中止する場合があります。

③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、液化ガス等火気）を持ち込む出
展者は、事務局経由で消防署の事前審査を行いますので、必要書類を提出く
ださい。

④出展物の販売・配布

・出展物の販売は可能です。ただし、手持ちで搬出できない大型品は禁止とし
ます。
・カタログ、説明資料、製品見本、販促グッズ等を配布する場合は、自己の小
間内で行ってください。

