開催趣旨 
人の流れ「人流」とモノの流れ「物流」は、混然一体となって国内産業の高度化と国際競争力の向上に大きく貢
献して来ました。

全ての産業分野において物流機能を欠いてのビジネスモデルは成立し得ず、その重要度は年々増しつつある一方、
環境対策、働き方改革、少子高齢化に伴う生産従事人口の減少などの社会変化が、関連業界に大きな影響を及ぼし
つつあります。人の移動と生産財・消費財の流通、その双方における生産性の向上と省力化・効率化は、全ての産
業分野のコストダウンと地域社会の利便性向上、更には国際競争力の維持及び強化に大きく貢献することが期待さ
れます。
九州の中心に位置し、熊本地震の被災地で、創造的復興に向けて、強靭な社会インフラ整備と九州横断道路など

新アクセス道路網の建設が進む熊本県は、物流・商流の機能施設集積が図られ、今後、九州のハブ機能として期待
されるとともに、防災拠点整備も強化されます。
このような背景の下、
「人流」と「物流」双方の省力化や生産性の向上に繋がる新技術・製品・サービスなどの
導入を促し、関連産業の直面する課題解決と商取引の活性化に寄与すべく「人流・物流生産性向上フェア in 熊本」
を「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2019」と同時開催します。

開催概要 
名

人流・物流生産性向上フェア in 熊本

称

開 催 日

2019年11月20日（水） 10:00～17:00
21日（木） 10:00～16:00

開催場所

グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町福富 1010）

主

催

一般社団法人地域産業活性協会

共

催

グランメッセ熊本 指定管理者

後

援

国土交通省九州運輸局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、熊本県、
熊本市、
（一社）
九州経済連合会、（公財）日本包装技術協会西日本支部、
日本マテリアル・ハンドリング
（MH）協会（順不同）

80社・団体

出展規模

熊本産業文化振興株式会社

120小間（目標）

入 場 料

無料（登録制）

入場者数

7,000人（目標）
※同時開催来場者を含む

「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2019」
同時開催

主催：創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2019 開催委員会
【構成：熊本県・熊本市・一般社団法人地域産業活性協会】
開催委員長（熊本県知事） 蒲島 郁夫

開催副委員長（熊本市長） 大西 一史

全体スケジュール（予定） 
設営・搬入

2019年

8月23日
（金） 9月中旬(予定)

11月19日（火）

開催期間：11月20日
（水）
・21日
（木）
搬出撤去：11月21日
（木）展示会終了後

出展規程 
■出展申込締切日
■出展料金のお支払い

2019年8月23日（金）

申込書原本が到着後、原則1か月後を支払期日とした請求書を発行させていただきます。お支払いは銀行振込みに限らせて
いただきます（現金、小切手は不可）
。
最終支払期日は2019年9月10日（火）とします。なお、銀行振込用紙（控）をもって領収書に代えさせていただきます。
出展料金を含め本展示会に関する全てのお支払いについての振込手数料は、出展者のご負担とさせていただきます。

■変更または取消し

お申込みになった小間数の変更または出展の取消しをされる場合は、必ず理由を明記した書面を事務局までご郵送くださ
い。小間数の変更または取消しを行う場合、事務局が書面を受理した日を基準として、下記のキャンセル料を適用させて
いただきます。

【キャンセル料】小間割り確定前…出展料金の30%
小間割り確定後…出展料金の全額
ただし、小間（土間）数の減少に伴い、入金済みの出展料金に差額が生じた場合は、キャンセル料金を適用し、精算させ
ていただきます。

■小間割り

小間割りは、出展対象分野、出展規模、出展申込時期、会場構成などを考慮の上、主催者が決定し、出展者に連絡します。
出展者は決定された小間位置の変更、割り当てられた小間の第三者への転売・譲渡・貸与、または出展者相互間にて、そ
れを交換することはできません。角小間など、小間の位置を条件としたお申込みはできません。

■申込み受付の保留

展示内容が本展の趣旨・目的にそぐわない場合、事務局はお申込みを保留させていただきます。出展内容に関してご協力
が得られない場合は、お申込みをお受けできません。また、反社会的行動を行っていると思われる企業・団体のご出展は
お断りします。

■展示会開催の変更または中止

天災その他の不可抗力が原因で、本展の開催が困難と主催者が判断した場合は、会期を変更または開催を中止させていた
だくことがあります。この場合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算し払い戻しますが、これによっ
て生じた損害を補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■規程の変更

主催者はやむを得ない事情があるときは、この規程の一部を変更することがあります。また、この変更によって生じた損
害は補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

出展申込要領 
■出展申込方法

出展申込書に必要事項を記入し、押印の上、会社概要、出展製品のカタログまたは関連資料などを添付いただき、事務局の
（一社）地域産業活性協会宛に必ず郵送でお申込みください。事務局が出展申込書の原本を受領した時点をお申込みの正式
受付とさせていただきます。
なお、出展申込書はコピーし、控えとして保管してください。

■出展申込書の記入について

代表者は、本展への出展について、責任と権限を有する方のお名前をご記入ください。また、押印もお忘れのないように
お願いいたします。代表者宛に開会式のご案内を送付いたします。連絡先は、本展の出展に際し、事務局との連絡窓口と
なる方のお名前、住所などをご記入ください。本展に関わる連絡、書類の送付などは担当者宛とさせていただきますので、
担当者に変更などがあった場合は、必ず事務局までご連絡ください。
会場内の配置は、出展申込書に基づいて小間割りを行いますので、主たる出展分野に1ヶ所チェックをつけてください。

■出展申込書の提出先

一般社団法人地域産業活性協会

■別途料金が発生する事項

〒464-0858 名古屋市干種区干種ーT目4番19号
TEL
（052）
733-7321
FAX
（052）
753-8283

出展申込書の裏面「主なオプション備品などのご案内」をご参照ください。詳細は後日ご案内します。

出展募集対象 
A

交流の活性化を促す
公共交通・旅客輸送事業

D

バス・タクシー事業、鉄道事業、船舶運航、航空事業、
公共交通運行管理、レンタカー・カーシェアリング、ス
マートモビリティ支援、高度運転支援など

B

梱包・包装システム、包装・荷崩れ防止、各種梱包・包
装資材、包装機械、パレタイザ・デパレタイザ、搬送コ
ンベアー、補修資材・各種作業工具など

E

運輸・倉庫設備・保管機器

IoT関連・情報・通信システム

ピッキングシステム、RFID、IC タグ、各種スキャナ・
センサー、ラベリングシステム、受発注管理システム、
入出荷・在庫管理システム、情報セキュリティシステム、
クラウド情報サービスなど

輸送・流通・各種サービス、パレット・コンテナ、仕分
け機器、移動・回転棚、自動ラックシステム、倉庫管理
システム、各種コンサルテーション、制震・免震器具、
転倒防止器具、関連サービスなど

C

包装技術・搬送機器・搬送システム

F

商用車・各種運搬車両・運行管理システム

各種トラック・商用車両、 運転支援・補助システム、フォー
クリフト、 各種クレーン、 自動運搬車両、 台車、 車両運
行管理・配車システム、マネジメント支援システム、 ITS・
移動体通信システム、 関連部品・消耗品、 車両整備など

企業誘致・物流拠点整備・関連施設開発・
管理運営

自治体・企業誘致、空港・港湾管理者、空港・港湾セー
ルス事業者、物流施設設計・開発デベロッパー、施設運
営・管理・コンサルティングサービスなど

出展形態と出展料金 
角小間の場合、通路に面した
間仕切り壁は有りません。

※2土間以上での申込を受付けます。
※屋外出展は、
内燃機関の可動を伴う実演などで、
屋内出展ができない場合に
お申し込みを受理させていただきます。

同時開催
出展割引

同時開催の
「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2019」
と両方に
出展される場合、下記の出展料金となります。
基本出展

小間

基本出展

屋外出展

13万円（税別） 土間 10万円（税別） 土間 2万7千円（税別）

※消費税法に基づき、消費税率は10％となります。出展料金の支払い日に関わらず、開催期間の消費税率が適用されます。

広報・来場動員 

国・自治体などの官公庁をはじめ、運輸・倉庫業、流通サービス業、製造業、農林水産業、食品メーカ―、土木・
建設業など、九州の主要産業の方々に広く広報を行い、来場動員を促し、商取引の場を提供します。
同時開催する「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2019」の来場者と相まって、幅
広い産業分野の方々に対し、製品・サービスの訴求が可能です。
創造的復興に寄与する

先進建設・防災・減災技術フェア in熊本 来場者数・アンケート結果（抜粋）
⃝開催日時 2018年11月20日・21日

来場業種
学術・研究 1％

流通・サービス
13％

役職比率
主事 3％

一般
7％

官公庁
14％
設計・調査・
コンサルタント
15％

建設・土木
29％

製造・メーカー
21％

来場地域別
近畿 1％
中部 1％
関東 2％
その他 3％
長崎県 3％

その他 27％

社長・役員
14％

ご覧になっての感想
役に立たなかった 1％

課長
17％

大分県 4％

来場しない 1％

大変役に立った
37％

熊本県 53％
福岡県
22％

来年
（2019年）
開催しましたら、
ご来場いただけますか

普通
8％

鹿児島県 4％
部長・次長
21％

係長・主任
18％

佐賀県 3％
宮崎県 4％

⃝来場者数（２日間合計）5,913人

役に立った
54％

来場する 99％

