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えひめITフェア実⾏委員会
	

2020年3⽉吉⽇	



1. 開催概要
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開催⽇
2020年
7⽉22⽇(⽔)        9:30-17:00(予定) ※オープニングセレモニー 9:15〜9：30
7⽉23⽇(⽊・祝)  9:30-17:00(予定)

設営⽇ 2020年7⽉21⽇(⽕) 14:00-18:00（予定）
※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。

会場

松⼭市総合コミュニティセンター  http://www.cul-spo.or.jp/comcen/
・ブース展⽰会場（企画展⽰ホール棟１F 670㎡）
・セミナー会場（２F研修会議室）
 ■タイプＡ：第6.7会議室、⼀体利⽤（48名） 第8.9会議室、⼀体利⽤（48名）
 ■タイプＢ：第１〜第５会議室 （36名） ※第3会議室は関係者控室

集客⽬標 1,000名

ブース展⽰規模 24ブース(予定)

出展費⽤
ブース出展 ：100,000円（税込）/1ブース
セミナー出展：  80,000円（税込）/タイプＡ（48名）2枠 
         60,000円（税込）/タイプＢ（36名）2枠 

キャッチコピー ワクワクするぞ！ ICTの祭典

集客ターゲット ⼀般の皆様と企業・⾃治体・団体・教育機関の関係者や学⽣・その他

事業主体 えひめITフェア実⾏委員会



２. 企画紹介

№ タイトル(仮） 形式 内容

ブー

ス
展
⽰
会
場

1 基調講演 講演
ICT分野のキーパーソンを招いた基調講演。
（５G、AI、IoT、スポーツとICT、ビッグデータ、
          働き⽅改⾰等を話題とした講演）

2 パネルディスカッション ディスカッション 上記講演者をはじめとした、IT業界の⽅々を中⼼にしたパネ
ルディスカッション。

3 出展ブース 出展ブース 出展各者の先進技術紹介やデモンストレーション等により、
新しいビジネス展開をＰＲ。

4 家族向けイベント＆
お⼦様向け体験コーナー ワークショップ

お⼦様向けを対象としたファミリー向けコンテンツ。プログ
ラミングおもちゃなどの最新技術に触れてもらう体験型イベ
ントを想定。

5 スタンプラリー 回遊型 ご協⼒いただいた出展者のコーナーをめぐるスタンプラリー
を実施。数カ所でスタンプを集めた⽅に、景品を進呈。

セ
ミ
ナー

会
場

６ セミナー 講演等 出展者の先進技術やその応⽤等の紹介。

ブース展⽰会場とセミナー会場で、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。
※写真はイメージです。 2



３. 会場案内
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円卓会議室

展示室２

ＷＣ

EV
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給湯室

２階　会議室配置図

・第３、６、７、８、９会議室　机８台、２４席

・第１、２会議室　机１２台、椅子３６席 ・第４、５会議室　机１２台、椅子３６席

第１、２会議室と第４、５会議室は一体利用可で７２席でご利用できます。 第６、７会議室と第８、９会議室は一体利用可で４８席でご利用できます。

・円卓会議室　１６席

コインロッカー

■アクセス⽅法

・松⼭市駅から
    伊予鉄バス（10番 JR松⼭駅前⾏）または（10番 津⽥団地前⾏）約３分
    └松⼭コミュニティセンター前で下⾞
・JR松⼭駅から
    伊予鉄バス（10番 久⽶駅前⾏）約２分
    └松⼭コミュニティセンター前で下⾞
・伊予鉄電⾞
    ⾼浜線（⼤⼿町駅）から徒歩約７分

■⼀般駐⾞場（有料）

・体育館地下駐⾞場
（東駐⾞場）
    95台（3,087平⽅メートル／⾝障者⽤2台）
    ⾼さ制限：200cm
・企画展⽰ホール駐⾞場
（⻄駐⾞場）
    149台（5,803平⽅メートル／⾝障者⽤2台）
    ⾼さ制限：220cm 	

■ブース展⽰会場（企画展⽰ホール棟１Ｆ）	 ■セミナー会場（２F研修会議室）	
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４. ブース出展要領

キャッチコピー ワクワクするぞ！ ICTの祭典

集客ターゲット ⼀般の皆様と企業・⾃治体・団体・教育機関の関係者や学⽣・その他

出展費⽤

100,000円(税込)/1ブース
※複数申込可能
※インターネット回線使⽤料は、出展料に含まれておりません。
 詳細については別途ご案内いたします。
※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
※6P参照

１ブース＝間⼝3000mm×奥⾏2000mｍ×⾼さ2500mｍ
テーブル(幅1800mm×奥⾏600mm×⾼さ700mm) 2台 / パイプ椅⼦ 2脚
社名板 900mm×200mm/電源 100V1kw未満/コンセント1⼝ /⽩布/チェーンフック

申込⽅法
下記専⽤Webフォームからお申込みください。
https://ehime-it.jp/2020/form/

申込窓⼝

えひめITフェア実⾏委員会 事務局
〒790-0811  愛媛県松⼭市本町7丁⽬2番地（愛媛県IT推進協会内）
TEL 089-911-1640      FAX 089-911-1645
Mail fair@ehime-it.jp     HP   http://www.ehime-it.jp/

申込締め切り 2020年4⽉10⽇(⾦)
※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。

設営・準備に関する
問い合わせ窓⼝

セーラー広告株式会社 ITフェア担当 井上正隆
〒791-8031 愛媛県松⼭市北斎院町637番地6
TEL:089-946-8611  FAX:089-946-8666 携帯:090-4976-5367
inoue@saylor.co.jp

※写真はイメージです。
4



５. ブース展⽰会場レイアウト案
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ゾーン

お⼦様向け
体験コーナー
ゾーン

お客様
休憩
スペース

基
調
講
演
ブー

ス

フ

ミ
リー
向
け

イ
ベ
ン
ト
ゾー
ン

受 

付

※会場レイアウトは、変更される場合があります。 
※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。	 5



６. 展⽰ブースイメージ

●１ブースサイズ	
　　Ｗ3000mm×Ｄ2000mm×H2500mm	
●付帯備品	
	　　テーブル×2台	
	　　椅子×2脚	
　   コンセント１口（1ｋｗ）	
　　 白布	
		　 チェーンフック	
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７. セミナー出展要領

セミナー
開催時間

7⽉22⽇(⽔)      10:50-16:40(予定)
7⽉23⽇(⽊・祝)    9:50-16:40(予定)

セミナー枠時間 １枠 50分 

会場及び定員 ●タイプＡ（48名）
●タイプＢ（36名）

出展費⽤
■タイプＡ ⼀⼝（2枠） 80,000円（税込）
■タイプＢ ⼀⼝（2枠） 60,000円（税込）
※原則として、⼀⼝あたり、各⽇１枠（計２枠）利⽤できます。
※インターネット回線使⽤料は、出展料に含まれておりません。詳細については別途ご案内いたします。

申込⽅法
下記専⽤Webフォームからお申込みください。
https://ehime-it.jp/2020/form/

申込窓⼝

えひめITフェア実⾏委員会 事務局
〒790-0811  愛媛県松⼭市本町7丁⽬2番地（愛媛県IT推進協会内）
TEL 089-911-1640      FAX 089-911-1645
Mail fair@ehime-it.jp     HP   http://www.ehime-it.jp/

申込締め切り 2020年4⽉10⽇(⾦)
※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。

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。 
・申し込みの際に希望の枠をお伺いしますが、申し込み状況によりご希望に添えない場合がございます。 
　予めご了承ください。 

※写真はイメージです。
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８. セミナースケジュール

７月２２日（水）	 ７月２３日（木・祝）	

　	 タイプＢ-1 タイプＢ-2 タイプＢ-3 タイプＢ-4 タイプＡ-1 タイプＡ-2 

9：50～10：40 セミナー22 セミナー23 セミナー24 セミナー25 セミナー26 セミナー27 

　	 タイプＢ-1 タイプＢ-2 タイプＢ-3 タイプＢ-4 タイプＡ-1 タイプＡ-2 転換・撤収・準備	

10：50～11：40 セミナー1 セミナー2 セミナー3 セミナー4 セミナー5 セミナー6 10：50～11：40 セミナー28 セミナー29 セミナー30 セミナー31 セミナー32 セミナー33 

転換・撤収・準備	 転換・撤収・準備	

11：50～12：40 使用不可	 使用不可	 セミナー7 使用不可	 セミナー8 セミナー9 11：50～12：40 セミナー34 セミナー35 セミナー36 セミナー37 セミナー38 セミナー39 

転換・撤収・準備	 転換・撤収・準備	

12：50～13：40 使用不可	 使用不可	 セミナー１0 使用不可	 セミナー11 セミナー12 12：50～13：40 セミナー40 セミナー41 セミナー42 セミナー43 セミナー44 セミナー45 

転換・撤収・準備	 転換・撤収・準備	

13：50～14：40 使用不可	 使用不可	 セミナー13 使用不可	 セミナー14 セミナー15 13：50～14：40 セミナー46 セミナー47 セミナー48 セミナー49 セミナー50 セミナー51 

転換・撤収・準備	 転換・撤収・準備	

14：50～15：40 使用不可	 使用不可	 セミナー16 使用不可	 セミナー17 セミナー18 14：50～15：40 セミナー52 セミナー53 セミナー54 セミナー55 セミナー56 セミナー57 

転換・撤収・準備	 転換・撤収・準備	

15：50～16：40 使用不可	 使用不可	 セミナー19 使用不可	 セミナー20 セミナー21 15：50～16：40 セミナー58 セミナー59 セミナー60 セミナー61 セミナー62 セミナー63 
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