
 

 

  

令和元年１０月３日（木） ９：３０～１７：００ 

富山国際会議場 ２０１～２０４会議室、特別会議室 

〒930-0084 

富山県富山市大手町１番２号

令和元年 8 月 7 日(水) 

一般社団法人 富山県情報産業協会 

～ ＩＣＴで富山を元気に！ ～ 



 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。 

 さて、最近の国内経済は金融緩和のもとで継続してきた回復傾向が終わり、緩やかな後

退期に差し掛かりつつあります。また、米中貿易戦争や、消費税増税などの経済への影響

も懸念される難しい局面に差し掛かっております。 

 一方、少子高齢化や働き方改革といった大きな課題解決を実現するには、ＩＣＴ技術の活

用が不可欠であるなど、情報サービス業界への期待はますます高まっております。 

 富山県の状況を見ても、モノづくりの現場におけるＩｏＴの導入が急速に進んでおり、IT 企業

の担う役割はさらに大きくなるものと思われます。 

 当協会では、このような状況を踏まえ、関係諸団体のご支援をいただき、昨年に引き続き

「とやま IT フェア 2019」を開催することといたしました。 

 ICT 関連の講演や会員企業がサービス・取組みを紹介する講演の実施、会員企業およ

びその他 IT 関連企業、地元大学研究室等にも広く呼びかけを行い、新商品・新技術・サー

ビスの展示ご紹介を行います。 

また、ICT 人材確保の観点から、会員企業若手社員と学生の皆さんとの交流によるリクル

ートセッションも併せて開催する予定です。 

 つきましては、その趣旨にご賛同いただき、展示コーナーへのご出展をぜひご検討いただ

きますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 （一社）富山県情報産業協会 

会長 大蔵 政明 

 

 

『テーマ調整中』      

       講師：伊本 貴士様 

          メディアスケッチ株式会社代表取締役、サイバー大学講師 

          

            日時：10 月 3 日 13:15～14:45  場所：203､204 会議室 

 

 

           当協会会員企業が、自社のサービスや取組みをご紹介いたします。  

                

            日時：10 月 3 日 10:00～12:00  場所：203､204 会議室 

 

 

 

          『学生と会員企業若手社員交流会』  

            日時：10 月 3 日 15:00～16:45  場所：203､204 会議室  
 

 会員企業の若手社員が、日頃のＩＴ企業での仕事ぶりや、自身の就職経験等をご紹介し

ます。参加される学生のみなさんには、地元ＩＴ企業への就職の選択肢の１つとして頂き、

充実したリクルート活動になりますことを願っております。 
  

ごあいさつ

基調講演 

ビジネス交流会 

ﾘｸﾙｰﾄｾｯｼｮﾝ 



 

    （一）富山県情報産業協会会員／非会員、地元大学研究室 等 
 

 

主催 一般社団法人 富山県情報産業協会 

後援 総務省北陸総合通信局、富山県、富山市、北陸情報通信協議会、 

＜予定:（一社）富山県機電工業会、ＮＰＯ法人ＩＴコーディネータ富山、（一社）

石川県情報システム工業会、（一社）福井県情報システム工業会＞ 

開催日時 令和元年１0 月３日（木）  ９：３０ ～ １７：００ 〔１日間〕 

開催会場 富山国際会議場（大手町フォーラム）  ２階 会議室 

 〒930-0084 富山市大手町１番２号  Tel：076-424-5931 

       
    ※無料駐車場はありません。会場地下の有料駐車場をご利用下さい。 

      会議室（２０１、２０２）  参加各社展示コーナー 

      会議室（２０３、２０４）  セミナー会場（基調講演、出展企業セミナー） 

                      リクルートセッション会場 

アクセス 富山国際会議場までの交通手段・所要時間（時間は目安です） 

どこから 交通手段 所要時間 

ＪＲ富山駅 バス 乗車５分→城址公園前下車→徒歩３分 

市内電車 乗車５分→国際会議場前下車→徒歩０分 

徒歩 15 分 

富山空港 タクシー 乗車約２０分 

空港バス 乗車約２５分→総曲輪下車→徒歩２分 

富山ＩＣ 車 富山ＩＣ出口より１５分 
 

予定日・ 

各種期日等 
出展申込締切  8 月 7 日(水) 当日必着 

出展者説明会（ブース抽選会）  8 月 29 日(木) 15～17 時 

出展料支払期限  9 月 20 日(金) 当日必着 

会場設営／搬入 10 月 2 日(水) 14～17 時 

開催 10 月 3 日(木) 9 時半～17 時 

搬出 10 月 3 日(木) 17～19 時 

申込・問合せ 「とやまＩＴフェア２０１９」実行委員会 
   〒939-0057 富山市上本町 3－16 上本町ビル 7F 

             一般社団法人 富山県情報産業協会(ｔｉｉａ) 内 

     TEL：076-492-6565 FAX：076-492-6566 

     E-Mail：info@tiia.or.jp  ホームページ http://www.tiia.or.jp/ 

 

募集対象 



出展要項詳細 

 

１．出展料金                                                     (税込) 

区分 出展基本料 備考 

会員 １小間 20,000 円 最大２小間まで 

非会員 １小間 30,000 円 最大２小間まで 

チャレンジ出展 １パネル 5,000 円 最大１枚 

       ※.地元大学研究室等の教育機関、公的機関は無償とする。 

       ※.チャレンジ出展は初出展の会員企業に限る。(5.チャレンジ出展について参照) 
  

  設備追加オプション 

区分 料金 備考 

追加電気工事 1.5kw ごとに 3,000 円 2 穴コンセント１個付 

追加スポットライト １個 500 円  

その他無償品 申込書を御確認ください  

       ※.設備追加オプションは、あらかじめ「出展申込書」にて申込みください。 

 

２．基本小間（１小間イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間口 １，８００mm × 奥行き ６００mm 

 

※.上記以外の特別装飾を希望される場合は、富山県情報産業協会事務局までご相談ください。 
 

基本設備 諸元 備考 

展示パネル 大きさ：W1200×H2100 

 ・展示パネル用ワイヤーフック付 

・１小間に 1 枚標準設置 

・画びょう使用可 

展示机 大きさ：W1800×H700×D600 ・1 小間に 1 枚標準設置 

スポットライト (上記イメージ参照) ・1 小間に 1 灯標準設置 

電源 100V 300W コンセント 2 個付  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続 利用者には HUB 設置 ・LAN ｹｰﾌﾞﾙ(10m 程度)を各社用意

  ※.展示パネルに表示する出展社名は出展各社にて準備ください。 

  ※.特別装飾や特別設備については、出展各社種の負担となります。 

  ※.後壁、隣接する小間との間仕切りはありません。 

 

 



 

４．機器搬入搬出 

搬入指定時間 ： 令和元年１０月２日（水） 14：00 ～ 17：00 

搬出指定時間 ： 令和元年１０月３日（木） 17：00 ～ 19：00 

 

【地下駐車場】  【搬入出口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 搬入搬出の注意事項  

・手運び以外の搬入搬出は、上記の搬入口を利用ください。 

・搬入口前での長時間停車・駐車はできません。作業終了後、速やかに車両を移動ください。 

・出入口､エレベーター等が混み合わないように、余裕をもって搬入・搬出作業を行ってください。 

・混雑してきた場合、事務局で作業時間を調整・指示する場合があります。ご協力ください。 

・地下の有料駐車場は２４時間出入り可能ですが、作業指定時間に搬入搬出作業を行ってください。 

（料金表） 

  

 

 

 
 

          ※車両の大きさ制限は、「高さ 2.1m×奥行き 5m×幅 1.8m」です。 

 

5．チャレンジ出展について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・チャレンジ出展では、基本小間に説明員を置けません。 

・基本小間に２パネル(２社分)ずつ掲示します。チラシ(20～最大１００枚)を置くこともできます。 

・前日(搬入時)、または当日朝(開催時刻前)に、各社で基本小間にパネル・チラシを設置します。 

・設置位置について、出展社説明会での抽選はありません。前日１５時迄に、実行委員会が、各社 

出展小間位置に目印をつけますので、それを参照してください。 

・開催終了後、搬出時に各社でパネルとチラシを撤去ください。 

・その他、不適切な設置等があった場合、実行委員会で適宜対応します。 

 

6．その他 

・会場混雑を避けるため、各社展示説明員数は、時間帯毎に２名程度での対応をお願いします。 

 

区分 料金 備考 

1 時間まで  300 円

駐車台数 125 台 以降 30 分ごと  100 円

23 時から翌朝の 8 時まで 1 時間ごと 100 円

Ｐ 

レガート 

スクエア 

城址公園

入口 
ＡＮＡクラウンプラザ 

ホテル富山 

富山国際会議場 

１Ｆ 

エントランスホールへ 

基本⼩間に 2 社展⽰の場合 



とやまＩＴフェア２０１９ 出展申込書 
 □基本情報 

フリガナ  

会社名・団体名  

住所 
〒 

 

電話番号  ＵＲＬ  

FAX 番号    

出展責任者名  所属・役職  

担当者名  所属・役職  

担当者電話番号  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

出展者説明会 

（8/29 開催） 

□参加  □不参加       （詳細は後日ご案内いたします） 
ﾁｬﾚﾝｼﾞ出展以外の担当者は出展者説明会に参加ください。説明会ではブース位置を抽

選します。説明会に出席がなかった場合、実行委員会で代理抽選します。 

カテゴリー分類 

□業務系ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ □情報系ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ  □各種ｼｽﾃﾑﾂｰﾙ（高速開発等）

□ＡＩ・ＩｏＴ関連      □ｾｷｭﾘﾃｨ関連     □ＤＣ・ｸﾗｳﾄﾞ関連 

□ＢＣＰ・事業継続   □通信ﾈｯﾄﾜｰｸ  

出展内容 

（ﾘｰﾌﾚｯﾄ記載文） 

 

*60 文字以上載ください 

         10          20 

                    

         30          40 

                    

         50          60 

                    

         70          80 

                    

               ※申込書に記載された個人情報は、本イベント運営に限って使用します。 

 

 □出展料金（Ａ）           （該当箇所に○、必要数を記入し、計算ください） 
所 属 該当 希望小間数 金額(金額) 

会員  小間 20,000 円×      小間  

非会員  小間 30,000 円×      小間  

チャレンジ出展  5,000 円  

地元大学研究室 等  小間     0 円×      小間  
 

 □設備追加オプション（Ｂ）     （希望箇所に○、必要数を記入し、計算ください） 

オプション 希望 希望数量 金額(税込) 

追加電気工事  1.5KW3,000 円×      個  

追加スポットライト  １個 500 円  ×      個  

有線 LAN 接続用ＨＵＢ  会場の無料ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続用 １個 0 円 

追加ワイヤーフック  １個 0 円   ×      個 0 円 
 

 

   

 

□申込と振込方法 

  申込先 ：｢とやまＩＴフェア２０１９｣ 実行委員会 

        〒930-0057 富山市上本町 3-16 上本町ﾋﾞﾙ 7F 一般社団法人富山県情報産業協会内 

          TEL：076-492-6565  FAX：076-492-6566  E-mail：info@tiia.or.jp 

 
 

 

  振込先  ：北陸銀行電気ビル支店 普通預金 4154252 シャ）トヤマケンジョウホウサンギョウキョウカイ 

   ※本申込書で申込頂き、追加ｵﾌﾟｼｮﾝ確定後＝金額確定後に、振込先までお振込みください。 

出展料 (A)＋(B) 税込 円

申込期限：2019年8月7日(水)

振込期限：2019年9月20日(金)


