
2019年6⽉吉⽇
G20愛媛・松⼭労働雇⽤⼤⾂会合推進協議会

えひめITフェア実⾏委員会

えひめITフェア
イメージキャラクター
あいっと

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019
ご出展の案内 ＜（公財）テクノエイド協会様紹介企業⽤ ＞

不明な点やご相談がある場合には、
Ｇ２０愛媛・松山労働雇用大臣会合推進協議会事務局
までご連絡ください。
事務局 愛媛県松山市一番町４丁目４－２

愛媛県庁 Ｇ２０労働雇用大臣会合推進課内
Ｔｅｌ ０８９－９１２－２４６７ 担当 重松、細川
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開催⽇ 2019年8⽉30⽇(⾦) 10:00-17:00(予定)
8⽉31⽇(⼟) 10:00-17:00(予定)

※8/31は各国代表団による視察があるため、⼀般来場者の観覧は15時までの予定です。ブース出展者は各国代表団が退出するまでは、撤収せずにブース
出展いただくようお願い致します。また、各国代表団の視察に先駆けて、保安検査にご協⼒いただきます。

会場 愛媛県武道館 松⼭市市坪⻄町551番地 < http://www.ehimekenbudoukan.or.jp/>

出展会場 【主道場】 セミナー会場 【⼤会議室A・B、中会議室】
集客⽬標 2,000名
展⽰規模 60出展者、70ブース 程度

キャッチコピー 「愛顔あふれる働き⽅」を未来へつなぐイノベーション
コンセプト 技術と⼯夫が新しい働き⽅をもたらすことを国内外へPRする。
内容 働き⽅を変⾰するAIやIoT、ロボット等の先進技術を持つ県内外の企業等を集めた「仕事の未来」を体

感できるフェアのほか、情報通信技術(ICT)について広く理解してもらうステージイベントや個別企業の技
術をPRするセミナーを開催する。（本イベントは、ITに限らず仕事の現場や働き⽅を改善する様々な技
術を対象とするものです。）

⽬的 出展企業のPRやビジネスマッチング（企業の魅⼒を若者等に知ってもらう場としても考えています）
ICT教育、未来の働き⽅や先進技術への理解促進

主な集客
ターゲット

企業（１、２、３次産業）、⾃治体、団体（経済、農業）、教育機関、介護・福祉・医療機関の関
係者、学⽣等の若者、そのほか⼀般

事業主体 G20愛媛・松⼭労働雇⽤⼤⾂会合推進協議会、 えひめITフェア実⾏委員会

※G20愛媛・松⼭労働雇⽤⼤⾂会合の同時開催イベントとなります。

開催概要



№ プログラム例 会場 内容

1 基調講演 ステージ

富⼠通（株）主席エバンジェリストの中⼭五
輪男⽒による、AIが仕事をどう変えていくか、
その中で働き⽅はどう変わっていくかなど講
演いただきます。

2 ドローンパフォーマンス ステージ
トイドローンによるパフォーマンスに加えて、
関係者によるドローンの活⽤事例や先進的な
取組み事例など紹介

3 オムニバス形式の講演 ステージ

「５Gがもたらす未来の働き⽅」や「⼈⼝減
少社会に⽴ち向かうICT」等のテーマに沿っ
て、先進的な取組み企業や専⾨家にオムニバ
ス形式で講演いただきます。

4 愛媛PRコーナー
G20コーナー 特別ブース 愛媛20市町の特産品や産業のPR

G20情報の発信

5 教育イベント 体験コーナー ⾼校⽣によるロボットコンテスト
プログラミング教室 など

3

企画紹介
メイン会場（主道場）では、ステージを中⼼に様々な企画を開催します。 ※企画については現在調整中です。

この他にも様々なプログラムを企画中です。



セミナー会場
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会場 愛媛県武道館 < http://www.ehimekenbudoukan.or.jp/>
松⼭市市坪⻄町551番地
※メイン会場は愛媛県内のイベントホールとしては最⼤の⾯積

メイン会場（展⽰） 主道場（5,095㎡）

セミナー会場 合計３会場で運営
・⼤会議室A・B（約70名利⽤） ※⼤会議室を２分割で活⽤
・中会議室（約40名利⽤）

交通⼿段 ＪＲ 松⼭駅から市坪駅（４分）→ 市坪駅 徒歩5分
バス 伊予鉄松⼭市駅から坊っちゃんスタジアム⾏き（20分）
⾃動⾞ 松⼭ICから7分程度 松⼭空港から10分程度 （無料駐⾞場）

開催会場 概要

メイン会場（展⽰）
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展⽰会場

セミナー会場

展⽰フロア案内

※当⽇は⼟⾜のまま会場へお⼊りいただけます。
※2階にはお⼊りいただけません。
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開催⽇ 2019年8⽉30⽇(⾦) 10:00-17:00(予定)
8⽉31⽇(⼟) 10:00-17:00(予定)

※8/31は各国代表団による視察があるため、⼀般来場者の観覧は15時までの予定です。ブース出展者は各国代表団が退出する
までは、撤収せずにブース出展いただくようお願い致します。また、各国代表団の視察に先駆けて、保安検査にご協⼒いただきます。

設営⽇ 2019年8⽉29⽇(⽊) 14:00-18:00 ※設営時間は指定させていただきます。 調整が⼊る場合があります。
搬出⽇ 2019年8⽉31⽇(⼟) 17:00〜20:00(予定) ※搬出時間は指定させていただきます。

出展費⽤ 100,000円(税込)/1ブース
※複数申込によりブースを連携使⽤可能
※備品の搬⼊・搬出、装飾等の費⽤は出展者様の負担となります。

ブース仕様
※8P参照

１ブース＝間⼝3000mm×奥⾏2000mｍ×⾼さ2500mｍ ※画鋲程度であれば貼り付けOK
テーブル幅 180mm×奥⾏き1200mm /パイプ椅⼦2脚
社名版 900mm×200mm/電源 100V500w未満/コンセント1⼝ /⽩布/チェーンフック

申込⽅法 以下のいずれかの⽅法からお選びください。
①別添の「えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書」をFAXかメールで提出
②専⽤Webフォームから登録

申込窓⼝ えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019運営事務局（受託企業 株式会社ノトス内）
松⼭市六軒家町3-24丸五ビル6F
Mail︓shigoto@e-notos.com TEL︓089-989-3501 FAX︓089-989-4110

申込締め切り
（２次募集）

2019年7⽉10⽇(⽔)
※予定数に到達した場合、早めに締め切らせていただく場合があります。

ブース出展要領
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※ブース割りについては、ご希望を聴取の上、出展技術・展⽰⽅法等を勘案して主催者が決定いたします。あらかじめご了承頂きますようお願いいたします。

主道場ブース割り ※調整中

出展ブースは「介護・福祉・医療」
ゾーンなど分野・業種で分ける予定

個別ブース
出展企業等

講演やパネルディスカッションなど
様々な催しを企画
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展⽰ブースイメージ（１コマ分）

備品
・テーブル︓２
・椅⼦︓２
・1⼝コンセント（500W）︓１
・⽩布（希望しない場合はお申し付けください）
・チェーンフック︓１セット

※電源の容量追加や、備品増加については別途オプ
ションにて対応致します。

社名等の表示あり
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セミナー
開催時間

2019年8⽉30⽇(⾦) 10:00-17:00
2019年8⽉31⽇(⼟) 10:00-15:00 ※8/31の各国代表団による視察中はセミナー実施せず

準備時間 開始約10分前ごろから。

会場 愛媛県武道館内 ⼤会議室・中会議室
⼤会議室は1/2サイズで⼤会議室A・Bとして利⽤。合計３部屋。

定員 ⼤会議室A・B︓各70名 中会議室︓40名
合計コマ数 最⼤１８枠（予定） ※Ｐ10を参照ください。
出展費⽤ ⼤会議室︓５万円（税込） 中会議室︓４.５万円（税込）

備品 プロジェクター/スクリーン/ポインター/マイク/⾳響設備
上記以外の設備や、備品の詳細はお問い合わせください。

備考 ・司会のスタッフは⽤意しません。
申込⽅法 以下のいずれかの⽅法からお選びください。

①別添の「えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書」をFAXかメールで提出
②専⽤Webフォームから登録

申込窓⼝ えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019運営事務局（受託企業 株式会社ノトス内）
松⼭市六軒家町3-24丸五ビル6F
Mail︓shigoto@e-notos.com TEL︓089-989-3501 FAX︓089-989-4110

申込締め切り
（２次募集）

2019年7⽉10⽇(⽔)
※予定数に到達した場合、早めに締め切らせていただく場合があります。

セミナー出展要領



セミナー開催イメージ

⼤会議室A ⼤会議室B 中会議室
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

⼤会議室A ⼤会議室B 中会議室
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

8/30(金) 8/31(土)

終了

セミナー①
10:00~11:30

セミナー③
10:00~11:30

転換 撤収・準備

終了

※セミナー希望社数が多い場合は、転換の時間が短くなる可能性があります。
※セミナー開催時間の希望を伺うことは可能ですが、必ずしも反映できるとは限りません。

セミナー②
10:00~11:30

大会議室A・B間は既設の間仕切りにより、十分に遮断されますが
完全な防音ではありません。

そのため、大きな音が出る場合にはもう一方の会議室へ影響が出る恐れがあり
ますので、あらかじめご了承ください。
※最終的な希望出展者数により開催時間を調整します。

セミナー④
11:50~13:20

セミナー⑥
11:50~13:20

転換 撤収・準備

セミナー⑤
11:50~13:20

セミナー⑦
13:40~15:10

セミナー⑨
13:40~15:10

セミナー⑧
13:40~15:10

転換 撤収・準備

セミナー⑩
15:30~17:00

セミナー⑫
15:30~17:00

セミナー⑪
15:30~17:00

セミナー⑬
10:00~11:30

セミナー⑮
10:00~11:30

セミナー⑭
10:00~11:30

セミナー⑯
12:00~13:30

セミナー⑱
12:00~13:30

セミナー⑰
12:00~13:30

転換 撤収・準備

１次募集時で既に埋まっている枠がありますので、希望の枠がある場合には事務局へお問い合わせください。


