第11回 高知県ものづくり総合技術展
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高知市布師田3992-2

今年度は、会場内にデモンストレーションコーナーを設置し、
「高知のものづくり」をより体感いただける展示会を目指し、
リアルとオンラインのハイブリットで開催します！
県外への販路拡大、人材確保に向けた
企業PRにぜひご出展ください

《主催》高知県・
（公財）高知県産業振興センター
お問合せ

（公財）高知県産業振興センター 事業戦略・地産地消課

〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2 TEL 088-845-6600 FAX 088-846-2556

出展の
ご案内

ものづくり総合技術展とは

本県の「ものづくりの地産地消」
と
「地産外商」を一層促進することを目的に、高知県内で「ものづくり」に携わる事業者の皆様
の優れた技術・製品の紹介や、商談を行う場を提供しています。今年度もリアルとオンラインのハイブリット型で開催します。

商談サポートも充実！

オンライン展示会で
全国に情報発信！

人材確保にも効果的！

県内各学校にリアル展示会への参加
を呼びかけており、毎年多数の学生が
来場しています。出展事業者の皆様
には、将来の県内就職先としてのPR
の場としても展示会をご活用いただ
いております。就職のきっかけが、も
のづくり総合技術展での展示を見て、
という出展事業者の方の声もいただ
いております。

出展される事業者の皆様が招待した
い県外企業を事前に確認したうえで、
県外企業の来場に係る交通費の一部
を負担し企業を招待するほか、当日の
商談スケジュールまで調整を行いま
す。県外への販路拡大にぜひご活用
ください！

リアル展示会に出展される事業者の
皆様や出展製品を紹介するWEBサ
イトを作成し、情報発信を行います。
開催期間中は、出展の様子を撮影し
WEBサイト内にて公開予定です。

今年はもっと、
高知の「ものづくり」
を体感！
会場内に大型の展示コーナーを設置します！
展示会場中央に、来場者の方々が、動きや音、大きさなどを体
感できる機械、その他の製品等を一堂に集めたデモンスト
レーションコーナーを新たに設置します。
来場者の方々が高知の「ものづくり」を一層体験できる展示
商談会の開催を目指します。

起震車体験、防災認定製品展示コーナー

展示会の屋外に、南海トラフ地震を想定した揺れを体験できる
起震車と、高知県が認定する防災製品の展示コーナーを設置
予定。地震体験から、高知県が誇る防災製品・技術への認知拡
大に取り組んでいきます。

ものづくり総合技術展のここが強み！
高知県内唯一！
地域最大級の
ものづくり
展示商談会

県内外から
多数の方が来場！

第10回ものづくり総合技術展開催実績

リアル展示会 令和3年11月11日㈭〜13日㈯
参加県外企業数 ………123社
出展者数…………114事業者
商談件数 ………………572件
来場者数 ………… 25,000人
成約金額 … … …23,541千円
学生来場者数………2,393人

出展者の声

・製品を直接見てもらえたことで、来場者の生の反応を見ることがで
き、製品の課題にも気づくことができた。
・県外企業を呼んでくれたことで商談の機会が増えた。
不満
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その他9％
リクルート
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商談25％

技術・製品のPR
49％

改善が必要2％
非常に満足
24％

満足71％

技術の外商取引
拡大商談会を
同時開催

県内学生も
多数来場！

オンラインものづくり総合技術展
令和3年8月12日㈭〜令和4年3月31日㈭
ウェブアクセス数 19,721回
（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）

来場者の声

・県内企業の製品や取り組みがよくわかりました。来年も楽しみにしています。
・就職するにあたって多くの企業を見ることができ、県内で働く事に
より関心が深まった。
・県内の産業について、子どもと共に学ぶことができた。
普通8％
その他34％
商談1％
就活3％

企業・技術・製品を
知りたい62％

良かった
36％

あまり良くなかった1％

非常に良かった
55％

開催概要

名称／ものメッセKOCHI2022
第11回高知県ものづくり総合技術展
主催／高知県・公益財団法人高知県産業振興センター
募集出展者数／110事業者程度
開催場所／高知ぢばさんセンター
〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2

開催日時

出展ゾーン

デモンストレーションゾーン

高知県のものづくりを会場で体感できるエリア

産業技術・デジタル化ゾーン

産業機械や農林水産業、
デジタル化に関する技術のエリア

防災技術ゾーン

地震や災害に備える防災用品や機器、技術のエリア

食と住まいのゾーン

県内の特産品を使用した製品や加工機器、暮らしに関する製品のエリア

〈リアル展示会〉
令和4年11月10日㈭・11日㈮・12日㈯
午前10時〜午後4時
〈オンライン展示会〉
令和4年9月1日㈭公開予定〜令和5年3月31日㈮

屋外展示ゾーン

屋外での展示で真価を発揮する機器等のエリア

コンサルティングゾーン

ものづくりに関する支援、相談のエリア
※出展ゾーンは、出展者決定後、展示内容に応じて
主催者が小間位置と共に決定します。

各コーナー、併催イベント
●デモンストレーションコーナー
●起震車体験コーナー
●リクルートコーナー
●商談コーナー

●高知県地場産業大賞展示コーナー
●高校生作品展示コーナー
●伝統的工芸品等展示コーナー
●土佐の匠作品展示コーナー

●飲食コーナー
●ものづくり教室（11月12日㈯のみ）
●高知県教育文化祭児童生徒発明くふう展
高知県発明くふう展(一般の部)

出展申込要領
■出展料
屋内展示ゾーン
（1小間）

5,000

屋外展示ゾーン
円（税込） （1小間）

3,000円

（税込）

出展小間は原則1小間
（間口３ｍ×奥行２ｍ）
となります。
※高知県産業振興センターが認めた公的団体や業界団体など、出展
目的が成果発表や業界の紹介が主な団体は出展料無料です
※展示小間仕様以外の追加設備、備品は実費をご負担いただき委託
業者にてご用意することも可能です。
※出展料は11月9日の搬入日および10日〜12日の会期中に集金
させていただきます

【オプション】

• 電気容量1KW以上は追加1KW毎に3,000円
• 200V電源1KW毎に3,000円（工事費含）
• 追加テーブル1台……1,000円
• 折りたたみイス1脚 ……300円

■出展の条件

• 高知県内で「ものづくり」に携わる事業者及び団体。
• 3日間連続での出展ができること。また、期間中は、出展小間に必ず
1名以上常駐できること。

◆展示サイズ：1事業者あたり原則間口４ｍ×奥行４ｍ以内

※サイズを越えるものは主催者にお問い合わせください。

◆募集数：10事業者程度

◆展示料：無料（耐荷重対策、電気工事費、電気料を含む）ただし、

搬入搬出に係る費用はご負担をお願いします。

• 展示にご協力いただける事業者の方には、自社製品前の小間（デ
モンストレーションゾーン内）
を優先的に確保します。期間中は自
社小間または、デモンストレーションコーナーのどちらかに常駐を
お願いします。
• 製品名、企業名、製品紹介を記載したパネルを主催者で用意します

◆展示対象製品
以下のいずれかに該当する機械、その他の製品等で、展示要件を
満たすもの。
①主に、高知県内で製造されているもので、ものづくりを体感(音・
動きなど)できる機械やその他の製品
②来場者（主に学生）が日常生活であまり見ることができない製品
③小間サイズ
（間口３ｍ×奥行２ｍ×高さ2.4ｍ）
より大型の展示物

◆展示要件

■出展詳細

搬入、搬出、駐車場の利用など出展に伴う詳細については、出展者説
明会でお知らせします。また、出展ゾーン・小間位置については、主催
者で調整させていただきますのでご了承ください。

■出展申込方法
出展申込みはものメッセKOCHI2022ホームページの申込み申請
フォーム
（https://kochi-monodukuri.online）
また
は、右記のQRコードからお申し込みください。出展の
可否については、主催者にて審査を行い、8月上旬を
目処にご連絡します。

■募集期限

デモンストレーションコーナー

7月25日㈪ 午後5時まで

令和4年

・ものメッセKOCHI2022に出展する事業者であること
・原則、間口４ｍ×奥行４ｍ以内に設置でき、重量制限がクリアできる
製品であること。
（床の耐荷重500kg/㎡以内）
・製品の運搬、搬入出に係る費用の負担をいただけること。
・開催期間中、デモンストレーションコーナーに展示している製品
の説明、稼働等にご協力いただけること。

◆申込方法

左記の出展申し込みフォーム内にて必要事項を入力してください。
※デモンストレーションコーナー展示の可否については､応募者数や展示品
の内容・サイズ等により主催者にて選考し出展の可否と併せて8月上旬を目
処にご連絡させていただきます。

リクルート対策

新型コロナウィルス感染症防止対策

リクルートコーナーを設け、採用予定のある企業様のパン

政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を基

フレットの掲出、プロモーションビデオの放映を行います。

本とし、
（ 一社）日本展示会協会が策定した「展示会業界における

また、社名パラペット及び出展パンフレットにリクルートサ

COVID-19感染拡大予防ガイドライン」を参考に、新型コロナウイ

インを表示するようにいたします。

ルス感染拡大予防対策計画を策定します。主催者・運営関係者・出
展者・来場者が一体となって感染防止策を施し、新型コロナウイル

商談会の開催

ス感染症防止対策対応を行います。

出展されるブース内にて、県外の招待企業との商談を実施します。
招待したい県外企業を出展申込フォームにご入力ください。

展示品の販売

来場者から展示品の購入を望む声も出ており、展示品の販売は可と
しますが、ものづくり総合技術展は県内の優れた技術や製品の紹介
が目的ですので、販売目的での出展はご遠慮ください。

■開催までの流れ

❶ 8月上旬

❷ 8月22日㈪〜
ホームページ
掲載内容等確認

出展の可否のご連絡

❸ 9月12日㈪

❹ 10月11日㈫〜

❺11月10日㈭・11日㈮・12日㈯

ものメッセKOCHI
2022 開催

出展調査

出展者説明会

（設備などの詳細調査）

会場配置イメージ

※図面はイメージです、出展者数その他により変更になります。

駐車場入口

駐輪
スペース①

屋外展示ゾーン

●シャトルバス乗降場

防災認定製品紹介

OUT▶
アンケート受付

一般・招待企業

屋内展示ゾーン

検温・消毒

▼

IN

1F 多目的ホール
第51回高知県教育文化祭
児童生徒発明くふう展
第65回高知県発明くふう展
(一般の部）

デモンストレーションゾーン
会場案内図

高校生大型作品
展示コーナー

デモンストレーション
コーナー

リクルート
コーナー

高校生作品展示コーナー

伝統的工芸品等展示コーナー
『土佐の匠』作品展示コーナー

SDGs紹介
高知県地場産業大賞
紹介コーナー

高知県地場産業大賞
受賞商品・活動コーナー

12日㈯
ものづくり教室
土佐和紙紙漉き体験
紙の博物館

12

日㈯ものづくり教室

換気➡

◀生徒・
関係者IN

起震車体験
コーナー

スペース②

換気➡

生徒バス

オン

商談室
喫茶vivi

⬇

⬇

授乳室

換気
換気

換気
換気

小間イメージ
屋内展示小間仕様
1

デモンストレーションゾーン

小間サイズ／W3000×D2000×H2400

㈱土佐工業

（コンサルティングゾーンはW2000×D1000×H2400）

電

気／100Ｖ1ＫＷ
（2口コンセント）
※事前に出展者様の希望を調査します

展示テーブル／W1800×D600×1台
（クロス囲い）
また、小間付近に商談机を用意しています。

※大ホール内の展示は床の耐荷重
（500kg/㎡）以内でお願いします。
設置の際はシートが破損しないよう養生をお願いします。
※搬入時ハンドフォークリフト
（最大荷重250kg）
を用意します。
なお、250kgを超える場合は､事前にご相談ください。

今年度の小間サイズ（屋内）は
間口3m×奥行2mに変更となっています
3000

屋外展示ゾーン小間（テント）仕様

小間サイズ／W3550 X D3550 X H2000
電 気／100Ｖ1ＫＷ（2口コンセント）
※事前に出展者様の希望を調査します

展示テーブル／W1800×D600×1台（クロス囲い）

2000

※屋内、屋外とも電気容量、展示テーブル、
イスを追加する場合は別途料金
がかかります。
（オプション参照）

出展者のご希望で
テーブルなどは配置してください

出 展 規 約
出展資格
高知県内で
「ものづくり」
に携わる事業者及び団体とします。
出展料
屋内5,000円（税込）、屋外3,000円（税込）
とします。ただし、出展内容に
ついては事前に審査します。※出展者が行う自己装飾やリース備品、電気
配線の増設、搬入搬出費、人件費等は全て出展者の負担となります。

出展の解約
出展申込後の解約は原則として認められません。ただし、
やむを得な
い事情により解約する場合は、
あらかじめ主催者へ連絡のうえ、書面
により提出する事とします。

●タクシー乗降場

出展ゾーン位置の決定
出展ゾーン位置は、出展内容、出展数、会場の構成等を考慮して主
催者が決定します。
デモンストレーションコーナー
展示にかかる費用
（耐荷重対策、電気代）
は､主催者の方で負担し
ますが会場への搬入・搬出費用は出展者の負担となります。
出展スペースの転貸等の禁止
出展者は、主催者の承諾なしに、
出展スペースの全部又は一部を転
貸、売買、交換あるいは譲渡する事はできないものとします。
生徒バス待機所

会場管理と免責
主催者は、会場の管理・保全について事故防止等最善の注意を払い
ますが、出展物及び資材などに生じた盗難、紛失、破損や出展者が展
示ブースを使用することにより発生した人的災害など、
あらゆる原因か
ら生ずる損失又は損害について一切の責任を負わないものとします。
法的保護等
展示・ウェブサイト掲載内容は、一般公開となりますので、特別なノウ
ハウ等の知的財産権については出展者の責任において対応してく
ださい。
また、著作物や肖像、商標・楽曲など他者が権利を有するも
のを作品に使う場合は､権利者から事前に許可を得た上で申込みを
してください。万一著作権者、著作隣接権及び肖像権など､あらゆる
権利を有するものの内から意義申し立てがあった場合は､一切の責
任を主催者は､負わないものとします。

会場内での行為の制限
出展者は、展示会場に適用される防火及び安全に関する全ての規
則、法規を遵守しなければなりません。
出展者は、通路や本展示会場外など自社展示スペース以外での展
示・宣伝を行う事はできません。
特定の企業・団体・個人、他の出展者あるいは出展物を非難・攻撃し
たり妨害する展示や行為、来場者の安全や会場の秩序を保つことに
支障をきたす恐れのある展示や行為であると主催者が判断した場合
は、出展者は主催者の要求に従い、
その展示もしくは行為を中止しな
ければなりません。
この場合、主催者は、出展中止によって生ずる損失
又は損害について一切の責任を負わないものとします。
個人情報の取扱について
出展者は、本展示会出展申込書の中で個人情報を収集することに
同意するものとします。
また、収集した個人情報を、本展示会の開催活
動に必要な範囲で主催者が利用することに同意するものとします。
なお、同意無き場合には、出展をお断りする場合があります。
展示会の中止・中断
天災､新型コロナウイルス感染症の拡大等の不可抗力によって本
展示会が開催不能又は継続困難となった場合、主催者の決定によ
り開催を中止又は中断する場合があります。
この場合、主催者は、中
止・中断によって生ずる損失又は損害について一切の責任を負わな
いものとします。
規約の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守する事に同意するもの
とします。万一規約に違反した場合は、理由の如何に関わらず、出展
をお断りする場合があります。
この場合、主催者は、
出展中止によって
生ずる損失又は損害について一切の責任を負わないものとします。

