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「えひめ未来のしごと博・えひめ IT フェア 2019」の出展募集について 

 

関係各位   

G20 愛媛・松山労働雇用大臣会合推進協議会 会長

中村 時広

えひめ IT フェア実行委員会 会長

(愛媛県 IT 推進協会会長)

小林 真也

 

拝啓  

早春の候、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

本年 9 月 1 日・2 日に、本県において、「Ｇ２０愛媛・松山労働雇用大臣会合」が開催されます。

Ｇ２０各国や招待国の大臣、国際機関の代表者など、大勢の関係者が来県し、「未来の仕事」を主

要なテーマに議論が行われる予定です。 

この度、県・松山市のほか経済団体や大学等の地元関係者で構成する「Ｇ２０愛媛・松山労働雇

用大臣会合推進協議会」と「えひめＩＴフェア実行委員会」では、本大臣会合に合わせて、8 月 30

日（金）31 日（土）に「愛媛県武道館」において、「えひめ未来のしごと博・えひめＩＴフェア 2019」

を開催することとなりました。本イベントは、企業や団体、大学等が持つ、働き方を変革するよう

な優れた技術を集めた総合展示会とし、例年開催している「えひめＩＴフェア」以上の規模で、県

民の方々や企業の方々、学生など大勢来場いただきたいと考えております。更には、大臣会合のた

めに来県された各国代表団の視察先としても、御案内したいと考えております。 

関係各位におかれましては、出展やセミナーを通して、ＰＲやビジネスマッチングの場として活

用いただけますことを期待しております。 

 ご多忙中、誠に恐れ入りますが、当イベントへの出展の募集案内をさせて頂きますので、 

積極的にご出展いただきますよう、ご検討、ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 出展いただける場合には、別紙「出展申込書」によりお申し込み下さい。 

敬具

 

記 

 

申込期間 ： 2019 年 4 月 01 日（月）〜 4 月 26 日(金) 

開 催 日 ： 2019 年 8 月 30 日（金） 10:00～17:00（予定） 

       2019 年 8 月 31 日（土） 10:00～17:00（予定） 

※31 日(土)は各国代表団による視察があるため、 

 一般来客展示は 15 時までの予定となります。 

※スケジュールは変更となる可能性があります。 

会  場 ： 愛媛県武道館 

       住所：愛媛県松山市市坪西町551番地 

設 営 日 ： 2019 年 8 月 29 日（木）14:00～18:00（予定） ※決定後連絡致します 

出 展 料 ： 展示   1 ブースあたり   \100,000-（税込）   ※複数申込可 

       セミナー 1 枠（90 分）あたり 大会議室…\50,000-（税込） 

                     中会議室…\45,000-（税込）※複数申込可 

集客目標 ： 2,000 名  

主  催 ： 「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」      

以上

※出展の詳細については別添「ご出展の案内」をご覧下さい。 



申込期間︓2019年4/1(⽉)~4/26(⾦)
申込⽅法︓①申込⽤紙をメールかFAXで送付

E-mail︓shigoto@e-notos.com
FAX︓089-989-4110

②Webフォームから登録

送付先︓えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019運営事務局（株式会社ノトス内）

松⼭市六軒家町3-24丸五ビル6F TEL:089-989-3501

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書

※右のQRコードからアクセスできます。

社名
団体名

フリガナ

所在地
フリガナ 電話

FAX

担
当
者

所属事務所
所在地

フリガナ 電話

FAX

⽒名
フリガナ 所属部署

担当者
E-mailアドレス ※今後の書類送付及び連絡事項等はメールにて配信いたします。誤配信を防ぐためにも正確にハッキリとご記⼊下さい。

希望出展内容 ブース出展 セミナー出展
※セミナー出展を希望される⽅は２枚⽬も同時にご記⼊の上、お送りください。

◆出展者&ご担当者様情報

希望ブース数
10万円(税込)/1ブース

(複数申込可) ブース

１ブース＝間⼝3000mｍ×奥⾏2000mｍ×⾼さ2500mｍ
テーブル2台 1800mm×奥⾏き600mm /パイプ椅⼦2脚
社名版 900mm×200mm/電源100V500w未満/コンセント1⼝

出展予定内容
※できるだけ具体的に

ご記⼊ください。

※ブース形状・仕様、追加装飾・レンタル備品等で、ご希望がある場合はお書き下さい。

◆展⽰出展希望

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア運営事務局 ⾏ 申込⽇︓2019年 ⽉ ⽇

１/２



◆セミナー希望（１回あたり90分）

申込⽇︓2019年 ⽉ ⽇

社名
団体名

フリガナ

担当者名

◆出展者情報 ※お⼿数ですが、前述と同じ内容をご記⼊ください、

1枚⽬も同時にご記⼊の上、お送りください。

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア運営事務局 ⾏

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書 2/２

8/30(⾦) 8/31(⼟)

セミナー出展希望 希望する
希望しない

希望する
希望しない

希望コマ数
コマ コマ

希望会議室
1/2⼤会議室

中会議室
どちらでも良い

1/2⼤会議室
中会議室

どちらでも良い
予定するセミナー内容について具体的にご記⼊ください。

セミナー開催にあたっての希望など各種備考をご記⼊ください。

※セミナーの開催場所・時間は他の出展申込者様とご調整の上、ご希望にそえない場合があります。
予めご了承ください。



えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書

※右のQRコードからアクセスできます。

社名
団体名

フリガナ

所在地
フリガナ 電話

FAX

担
当
者

所属事務所
所在地

フリガナ 電話

FAX

⽒名
フリガナ 所属部署

担当者
E-mailアドレス ※今後の書類送付及び連絡事項等はメールにて配信いたします。誤配信を防ぐためにも正確にハッキリとご記⼊下さい。

希望出展内容 ブース出展 セミナー出展
※セミナー出展を希望される⽅は２枚⽬も同時にご記⼊の上、お送りください。

◆出展者&ご担当者様情報

希望ブース数
10万円(税込)/1ブース

(複数申込可) ブース

１ブース＝間⼝3000mｍ×奥⾏2000mｍ×⾼さ2500mｍ
テーブル2台 1800mm×奥⾏き600mm /パイプ椅⼦2脚
社名版 900mm×200mm/電源100V500w未満/コンセント1⼝

出展予定内容
※できるだけ具体的に

ご記⼊ください。

※ブース形状・仕様、追加装飾・レンタル備品等で、ご希望がある場合はお書き下さい。

◆展⽰出展希望

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア運営事務局 ⾏ 申込⽇︓2019年 ⽉ ⽇

１/２

はなまる商事株式会社

愛媛県松山市一番町１番地１号

同上

事業部営業課

karimei@hanamaru.co.jp

仮名太郎

カリメイタロウ

089‐
111‐1111

089‐222‐2222

エヒメケンマツヤマシイチバンチョウ 1‐1

同上

同上

ハナマルショウジカブシキガイシャ

２

・椅子の追加を希望
・２ブースの間仕切りは無しで仕様希望

4 XX

オフィスで使える健康管理キットの紹介
（AIを使ったストレスチェック製品）

申込期間︓2019年4/1(⽉)~4/26(⾦)
申込⽅法︓①申込⽤紙をメールかFAXで送付

E-mail︓shigoto@e-notos.com
FAX︓089-989-4110

②Webフォームから登録

送付先︓えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019運営事務局（株式会社ノトス内）

松⼭市六軒家町3-24丸五ビル6F TEL:089-989-3501

記入見本



◆セミナー希望（１回あたり90分）

申込⽇︓2019年 ⽉ ⽇

社名
団体名

フリガナ

担当者名

◆出展者情報 ※お⼿数ですが、前述と同じ内容をご記⼊ください、

1枚⽬も同時にご記⼊の上、お送りください。

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア運営事務局 ⾏

えひめ未来のしごと博・えひめITフェア2019 出展申込書

8/30(⾦) 8/31(⼟)

セミナー出展希望 希望する
希望しない

希望する
希望しない

希望コマ数
コマ コマ

希望会議室
1/2⼤会議室

中会議室
どちらでも良い

1/2⼤会議室
中会議室

どちらでも良い
予定するセミナー内容について具体的にご記⼊ください。

セミナー開催にあたっての希望など各種備考をご記⼊ください。

※セミナーの開催場所・時間は他の出展申込者様とご調整の上、ご希望にそえない場合があります。
予めご了承ください。

2/２

はなまる商事株式会社

仮名太郎

ハナマルショウジカブシキガイシャ

２

・ストレスと業務効率化の関係について
・ストレスのセルフチェックの重要性について
・自社製品の紹介

・自社製品紹介のため、コンセントを使います。（家庭用レベルでOK）
・部屋に空きがなければ中会議室でも可。
・セミナー中にこちらで用意する資料を配ります。

記入見本
4 XX


