
先進建設技術分野
熊本地震・水害からの復旧・復興が進む施工現場に活かす
建設技術・サービスなどを募集

防災・減災・BCP分野

J 国・自治体 インフラ整備計画、防災・減災施策、防災計画・広域交流促進など

地域防災力向上と幅広い産業分野のBCPに寄与する製品・
サーピス・技術などを募集

L 産業・観光分野の「人流」を促す製品・技術・サービス
旅客輸送事業、宿泊・観光事業者、空港・港湾管理者、セールス事
業者、観光協会、自治体・企業誘致など

K 「物流」「包装技術」のGX・生産性向上に寄与する製品・技術・サービス
保管設備、車両（AGV・フォークリフトなど）、運行管理、梱
包・包装技術、包装資材、マテハン、搬送機器、SI（システムイン
テグレーター）など

E 地震・地盤対策

耐震・免震・制震機材、構造補強材、免震・耐震住宅、耐震診断システ
ム、ダンパー、地盤調査、地盤改良・液状化対策技術・工法・機材など

B 設計・施工

各種設計・施工法、施工材料、建設機械、工事用車両、各種工具・
消耗品など

C 維持管理・予防保全・環境配慮・リサイクル

点検機材、非破壊検査、診断管理ソフト、高強度材料、サステナビ
リティ、CN（カーボンニュートラル）、リサイクル技術など

D 防災・災害対応・安全対策

激甚化する自然災害・豪雨対策に活かす工法・資機材、止水扉、水位
計、排水ポンプ、管路保全・復旧の工法・資材、安全教育サービスなど

【企画展】人流・物流生産性向上フェア

I 研究・技術シーズ（学術機関・公設研究所など） 高校・高等専門学校・大学などにおける建設・防災・物流関連の研究・技
術シーズ、政策提言など

F 防災服・防災食料・住宅及び感染症対策

G 地域防災・防火・避難・救助対策

暴風・浸水対策資機材、止水板、避難シェルター、気象情報サービ
ス、噴石シェルター、ガスマスク、避難所設営資機材、浄水・給水機
器、非常用トイレ、ハザードマップ、防火機器、消防機材、救助・救護
機器、消防・特殊車両、安全帯など

H BCP・エネルギー

無線機、緊急速報、情報伝達・安否確認システム、GX（グリーン
トランスフォーメーション）、非常用電源、発電機、蓄電システ
ム、データバックアップ、BCP構築支援、各種保険など

〈衣　　料〉
〈食　　料〉
〈住　　宅〉

防災服・機能性テキスタイルなど
非常食、保存食、各種飲料など
各種住宅資材・建材・設備機器など

A 【主催企画】建設・防災・物流などに活かすDX（デジタルトランスフォーメーション）
各種産業分野の生産性向上、業務プロセス改善、
競争優位性の確立に資するデジタル技術などを募集します。

DX、AI、ICT、遠隔操作、３D、BIM、クラウドサービス
各種管理ツール・アプリ、画像処理、認証技術、ドローン・ロボットなど

  出展募集対象 �

  併催行事 �
・地域防災・国土強靱化を念頭に DX、建設技術、防災・BCP、物流、生産性向上などをテーマにした講演会を開講。CPD/
  CPDS 単位認定、学生ウェルカモンブースの設置なども行います。（予定）
・出展者プレゼンテーションも先着順で申込みを受付けます。（参加無料、発表枠が埋まり次第締め切ります。）

  早期出展・中小企業割引・企画展出展特典 �
■ 中小企業割引　屋内小間・屋内スペース出展料金から1万円を割引します。（屋外スペース出展は対象外）
■ 早期出展特典　2023 年 4 月 28 日（金）までにお申込みいただいた企業・団体を対象に実施。（詳細は HP 参照）
■ 企画展出展特典　A・K・L の出展料金には、公式ガイドブック（モノクロ）広告、ホームページバナー広告を含みます。

  出展形態と出展料金 �

屋 内 小 間 出展

出展形態

屋内スペース出展

出展

屋外スペース出展

研究・
技術シーズ

■屋内小間出展のイメージ
角小間の場合、通路に面した間仕切り壁はありません。

■スペース出展

※研究・技術シーズ出展は、高校・高等専門学校・大学・公設研究機関に限ります。
※屋内・屋外スペース出展には、壁面、社名板などは付きません。

W3000×D3000×H2700㎜
後壁、間仕切り壁、パラペット、社名板

W3000×D3000×H2700㎜
後壁、間仕切り壁、パラペット、社名板

W3000×D3000　スペース渡し
4小間から申込みを承ります

W3000×D3000　スペース渡し
2小間から申込みを承ります

※グランメッセ熊本　展示館床面　耐荷重 5トン/㎡

180,000円（税別）

100,000円（税別）

140,000円（税別）

35,000円（税別）



  主なオプション備品などのご案内 �

  広告プラン �   カタログ展示コーナー新設 �

  先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022��【企画展】人流・物流生産性向上フェア�結果報告（抜粋） �

出展料金に含まれないレンタル備品、電気レンタル備品などを別途ご用意します。出展者説明会（8月上旬）にて詳細資料を配布し、お申込みを
承ります。下記以外のオプション備品もご用意しています。（単価は税抜き）

※A・K・Lの分野に出展の方は、出展料金に上記ガイドブック（モノクロ）広告とバナー広告が含まれます。

ホームページバナー広告（広告掲出期間：2024年3月末日まで）・・・20,000円
仕様：180（横）×100（縦）pixel、JPEG、完全データ入稿に限ります。
公式ガイドブック広告　表3（裏表紙 裏側）1/2ページ（カラー）・・・35,000円
　　　　　　　　　　 本文後付　1/3ページ（モノクロ）・・・・・・・・・20,000円

出展者の製品カタログなどの展示スペースを
ご用意します。

（1社1コーナー、A4サイズ1種のみ）

┃各種レンタル備品 （一部抜粋）

■小間内で電気を使用する為の電気幹線工事料金
　1000wまで（100V・200V）・・・・・・8,000円
　500w単位での増設（切り上げ）・・・・・5,000円

■主な電気備品レンタル（一部抜粋）
2口コンセント（100V）・・・2,800円
コンセント（200V）・・・・・・・5,000円
ハロゲンスポット（85W）・・4,000円　

会議テーブル（1本）・・・・・・・・2,500円
スタッキングチェア・・・・・・・2,000円
白布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
貴名受け・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
パンチカーペット（9㎡）・・・25,000円

LEDスポット（6W）・・・・・4,000円
LEDスポット（60W） ・10,000円
LEDスポット（100W）12,000円

カタログスタンド（A４/12段）・・5,800円
受付カウンター（W900）・・8,500円
受付チェア・・・・・・・・・・・・4,000円
展示台（引戸付き H=750）・・12,500円

Aセット（1小間） 44,000円
●コンセント（100Ｖ、１個）　　  ●アーム式LEDスポット（6W）３灯
●電気幹線工事料金１kw　　●パンチカーペット（9㎡）

Bセット（1小間） 63,000円
●コンセント（１00Ｖ、１個）　　  ●アーム式LEDスポット（6W）３灯
●電気幹線工事料金１kw　　●受付カウンター＋受付チェア　
●会議テーブル＋白布　　　　  ●スタッキングチェア２脚
●パンチカーペット（9㎡）　　　  ●貴名受

Cセット（1小間） 73,000円
●コンセント（１00Ｖ、１個）　　  ●アーム式LEDスポット（6W）３灯
●電気幹線工事料金１kw　　●受付カウンター＋受付チェア　
●会議テーブル＋白布　　　　  ●スタッキングチェア２脚
●パンチカーペット（9㎡）　　　 　  ●展示台（引き戸付）　　
●貴名受

┃パッケージセット┃電気幹線工事・電気レンタル備品
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その他
15%

ユーザーニーズの
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製品の
販売 5％

企業イメージの
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新製品の
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期待はずれ
14%

期待どおり
75%

期待以上
11% 少ない

12%

普通 37%

非常に少ない 0%

多い 46%

非常に多い
5%

非常に不満
0%

普通 22%

満足している
61%

非常に
満足している 
14%不満 3%

地域別業種 ご覧になっての感想

出展目的の達成度

役職比率

来場者の概要

出展者アンケート（抜粋）
総合評価来場者数について出展目的

建設・土木
25%

製造業・メーカー
18%官公庁

16%

運輸・流通・サービス
13%

一般
8%

設計・調査・
コンサルタント

14%

ライフライン・IT・通信 3%
学術・研究 2%
食品・農林水産業 1%

社長・役員
18%

部長・次長
22%

係長・主任
13%

役職なし 
10%

その他 
20%

課長
17%

熊本県 55%
福岡県
24%

鹿児島県 5%

宮崎県 3%
佐賀県 4%

大分県 2% 関東 2%

北陸・中部 2%
中国・四国 1%
長崎県 1%
近畿 1%

大変役に立った
４0％

役に立った
４1％

普通
18％

役に立たなかった ０％

あまり役に立たなかった 1％

広報・来場動員計画
建設業、製造業、関連サービス、物流・倉庫・流通サービス業、観光業・農林水産業など九州の主要産業、及び国・自治体など官公庁に関わる方々
を対象に幅広く来場動員活動を行い、企業・製品PR、及び商談の場を提供します。 また、将来の担い手である学生の来場にも力を入れます。

※備品の単価・仕様は変更になる場合が有ります。
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　本県では、近年、大きな災害が続き、現在も令和２年７月豪雨で被災した球磨川流域の命と環境
を守る「緑の流域治水」の推進とともに、熊本地震からの創造的復興の総仕上げに向け、全力で取
り組んでいます。全国の皆様方から、心温まるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　日本各地においても、毎年のように大きな自然災害が発生し、また激甚化も顕著です。そのため、
ソフトとハードの両面から、防災・減災の備えを行っておくことが大変重要となっております。
　そのような中、熊本地震、豪雨災害からの復興と、豊かで安全・安心な社会基盤の構築の実現を
目指し、「先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2023」を開催いたします。
　是非、多くの皆様方にご参加いただき、本フェアを通じて建設技術の向上と防災・減災対策の更
なる推進が図られることを期待しております。

名　　称 先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2023
【企画展】人流・物流生産性向上フェア in熊本

開 催 日 2023年11月�21日（火）�10:00～17:00�・�22日（水）�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 先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2023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】

共　　催 グランメッセ熊本（指定管理者 熊本産業文化振興株式会社）

後　　援

国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、経済産業省九州経済産業局、文部科学省、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児
島県、熊本県市長会、熊本県町村会、日本赤十字社熊本県支部、熊本大学、（一社）九州経済連合会、（一社）日本建設業連合会九州支部、（一社）
日本道路建設業協会九州支部、九州建設業協会、（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州支部、（一社）日本橋梁建設協会九州事務
所、（一社）全国特定法面保護協会九州地方支部、（一社）九州建設技術管理協会、（一社）九州地方計画協会、（一社）九州地域づくり協会、（一社）
建設コンサルタンツ協会九州支部、（一社）日本埋立浚渫協会九州支部、（一社）日本建設機械施工協会九州支部、（一社）日本免震構造協会、（一社）
全国測量設計業協会連合会九州地区協議会、（特非）九州コンクリート製品協会、（一社）熊本県建設業協会、全国消防長会、（公社）全国防災協会、

（公財）日本消防協会、（一社）日本消防ポンプ協会、（公社）土木学会西部支部、（公社）地盤工学会九州支部、（一社）日本建築学会九州支部、（公社）
日本技術士会九州本部、（一社）斜面防災対策技術協会九州支部、（公社）日本コンクリート工学会九州支部、（一社）九州橋梁・構造工学研究会、（公
社）日本地理学会、（公社）日本地震学会、（公社）日本地震工学会、（公社）日本地すべり学会九州支部、（一社）日本応用地質学会九州支部、（公
社）日本気象学会九州支部、（一社）地盤品質判定士会、（公社）熊本県トラック協会、熊本日日新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、
熊本県民テレビ、熊本朝日放送、（株）九建日報社、（一財）建設物価調査会九州支部、（一社）大学コンソーシアム熊本、（株）肥後銀行、（公社）
日本包装技術協会西日本支部、日本マテリアル・ハンドリング協会、（一社）レジリエンスジャパン推進協議会、（独）日本貿易振興機構（JETRO）
熊本貿易情報センター、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会　（順不同　申請中）

出展規模 200社・団体　200小間（予定） 入 場 料 無料（登録制） 入場者数 6,000人（予定）

■出展申込方法
出展申込書に必要事項を記入し、押印の上、開催委員会事務局　一般社団法人地域産業活性協会宛にご郵送ください。事務局が出展申込書
の原本を受領した後、「請求書」を発行します。請求書の発行をもって申込みの正式受付とさせていただきます。
なお、申込書はコピーし、控えとしてお手元で保管してください。

■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いただき、押印してください。開会式のご案内は代表者様宛に
送付します。共同で出展される場合は社名をご記入ください。また、連絡先は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。なお、担当者に変更などが有った場合は、必ず事務局にご連絡ください。
会場小間割りは、出展技術分野別に区画を分けますので、主たる出展技術分野に「1ヵ所」チェックをしてください。

■申込書の提出先

開催委員会事務局　一般社団法人地域産業活性協会
〒464-0858　名古屋市干種区干種ー丁目4番19号
TEL（052）733-7321　　FAX（052）753-8283
E-mail:info@s-kumamoto.jp

■出展料金に含まれるもの
屋内小間出展　　　　　　　　基礎小間装飾（後壁・側壁・社名板・パラペット）、ホームページ・開催案内リーフレット、
研究・技術シーズ出展・・・・公式ガイドブックへの基本情報の掲出。
屋内・屋外スペース出展・・・ホームページ・開催案内リーフレット、公式ガイドブックへの基本情報の掲出。社名板などはありません。

■別途料金が発生するもの
各種レンタル備品、電気工事（電気使用料含む）、電気レンタル備品、バナー広告、ガイドブック広告など。詳細、料金は出展者説明会にてご案内します。

  「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2023」の開催にあたって �

  開催概要 �

  全体スケジュール（予定） �

  出展申込要領 �

先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2023
開催委員会 委員長（熊本県知事）蒲島　郁夫

早期出展申込特典締切 出展申込締切 出展者説明会・小間割り確定 設営・搬入

11月20日（月）

開催期間：11月21日（火）・22日（水）
搬出撤去：11月22日（水）展示会終了後

8月上旬（予定）7月7日（金）2023年4月28日（金）



　熊本県南部を中心に甚大な被害をもたらした令和２年７月豪雨をはじめ、近年、日本各地で豪雨・
地震などの自然災害が頻発し、その被害が深刻化しております。
　本市では、平成２８年熊本地震の経験と教訓を活かした被災自治体への積極的な支援を行うとと
もに、地域防災力の更なる強化に繋げること等を目的とした「熊本市防災基本条例」を制定するなど、
真に災害に強いまちの実現に向けた取組を進めているところです。
　このたび開催される「先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2023」では、防災に関する先進技術や
製品等の紹介を通して、防災意識の向上を図るとともに、経済・技術交流を促進してまいりたいと考
えております。
　多くの皆様にご参加いただき、活発な技術交流が行われることで防災力の向上並びに産業の活性
化に繋がることを期待しております。

■出展申込締切日
2023年7月7日（金）　定数になり次第締め切ります。

■出展料金のお支払い
申込書の原本の到着後、事務局が申込みを受理しましたら、原則1ヶ月以内を支払期日とした請求書を発行させていただきます。
お支払いは銀行振り込みに限らせていただきます（現金・小切手は不可）。銀行振込用紙控え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すべ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。
出展料金の最終入金期日は、2023年8月8日（火）までとします。
この日を過ぎて出展料金の入金確認ができない場合、出展を取り消させていただく場合がありますので、ご注意ください。
※出展者説明会　8月上旬を予定

■中小企業割引（屋外スペース出展には適用されません）
中小企業に該当する企業が、屋内小間・屋内スペース出展される場合は、小間料金から1万円（税別）を割引します。
申込みに際しては、中小企業者である事の根拠となる書類（会社概要など）を添付してください。

【中小企業基本法上の「中小企業者」の定義】
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種 資本金３億円以下 従業員数300人以下、②卸売業 資本金１億円以下 従業員数100人以下、
③サービス業 資本金5,000万円以下 従業員数100人以下、④小売業 資本金5,000万円以下 従業員数50人以下　※ 遊興施設、飲食店、遊戯施設はサービス業
中小企業関連立法においては、政令により
⑤ゴム製品製造業（一部を除く）資本金3億円以下 従業員数900人以下、⑥旅館業 資本金5千万円以下 従業員数200人以下、
⑦ソフトウエア業・情報処理サービス業 資本金3億円以下 従業員数300人以下

■変更・取消し（出展者都合の場合）
出展者が、申込みされた小間数の変更または出展の取り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提出ください。
小間数の変更又は取り消しを行う場合、1小間あたり下記のキャンセル料金を適用させていただきます。
小間割り確定前（出展者説明会前日迄）　屋内小間出展�5万円　屋内スペース出展�4万円　屋外スペース出展�1万円　研究・技術シーズ�2万円
小間割り確定後（出展者説明会当日以降）　出展料金の全額

■主催者が展示会開催の変更または中止を決定した場合
主催者が、天災地変、感染症の拡大、その他主催者の責に帰さない不可抗力が原因で、本展の開催が困難と判断した場合は、会期の変更又
は開催を中止させていただく事があります。
開催中止の場合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算し下記のとおり払い戻しますが、これ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。
出展料金が未入金の場合は、「主催者が開催中止を判断した日」を基準日とし、出展料金を精算し（出展料金から返金金額を差し引いた金額を）
ご請求させていただきます。

　主催者が展示会開催の変更または中止を決定した場合の1小間あたりの返金額（税別）
主催者が開催中止を判断した日 出展形態 屋内小間出展 屋内スペース出展 屋外スペース出展 研究・技術シーズ

出展者説明会前日迄 返金額 12万円 10万円 3万円 8万円

出展者説明会当日～9月30日迄 返金額 10万円 8万円 2万円 5万円

10月1日～10月31日迄 返金額 5万円 4万円 1万円 2万円

11月1日以降 返金額 0円 0円 0円 0円

※中小企業割引が適用された企業は、上記の小間出展の返金額より1万円差し引いた額を返金いたします。

■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、開催委員会事務局が決定し、出展者説明会当日に小間割
りを発表、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、それを交換する事は
できません。また、角小間など小間位置を条件とした出展申込みはできません。
屋外スペース出展の場合、出展物と商談スペースなどの占有面積を1小間（9㎡）で割り戻した小間数でお申込みください。

■申込み受理の保留
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いただけない場
合は、お申込みをお受けできません。
反社会的行動を行っている企業・団体、その関連企業・団体・関係者のご出展はお断りします。

■規程の変更
主催者はやむを得ない事情がある時は、この規程の一部を変更することがあります。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。

  ｢先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2023｣開催にあたって �

  出展規程 �

先進建設・防災・減災技術フェア in熊本2023
開催委員会�副委員長�（熊本市長）　大西　一史



2.出展申込区分
出展形態 申込数 出展料金（税別） 備　　　考

屋 内 小 間 出 展 小間 180,000円 主催者が基礎小間を装飾します。

屋 内 ス ペ ー ス 出 展 小間 140,000円 スペース渡しとなります。 ※４小間以上でお申込みください。

研 究・技 術 シ ー ズ 出 展 小間 100,000円 学校・公設研究機関などの研究・技術シーズに限ります。

屋 外 ス ペ ー ス 出 展 小間 35,000円 スペース渡しとなります。 ※２小間以上でお申込みください。

4.出展概要 貴社もしくは、主要出展物の説明を20字以内でご記入ください。 ※HP等に記載させていただきます。 例：制振・免震技術と製品

3.出展技術分野 主たる出展分野に1ヶ所チェックをつけてください。 これに基づき小間割りをします。

1.出展者情報

【先進建設技術分野】
　□ Ｂ 設計・施工
　□ Ｃ 維持管理・予防保全・環境配慮・リサイクル
　□ Ｄ 防災・災害対応・安全対策
　□ Ｅ 地震・地盤対策

【防災・減災・BCP分野】
□ Ｆ 防災服・防災食料・住宅及び感染症対策
□ Ｇ 地域防災・防火・避難・救助対策
□ Ｈ BCP・エネルギー

　□ Ｉ 研究・技術シーズ（学術機関・公設研究所など）　　　　　　　  □ Ｊ 国・自治体

◆【企画展】人流・物流生産性向上フェア

◆先進建設・防災・減災技術フェア

　□ Ｋ 「物流」「包装技術」のGX生産性向上に寄与する 製品・技術・サービス　□ Ｌ 産業・観光分野の「人流」を促す 製品・技術・サービス

【主催企画】
　□ Ａ 建設・防災・物流などに活かすDX

5.展示に伴う届出 使用設備など　※小間割りの際に必要となりますので、必ずチェックをお願いいたします。

　　　　　　　車両の展示…………… □ある　□なし　　　　　　　給排水工事……………………… □ある　□なし
　　　　　　　裸火の使用…………… □ある　□なし　　　　　　　館内のクレーン作業…………… □ある　□なし

6.会社概要 中小企業割引に該当する場合

業　種
□製造業、建設業、運輸業、その他の業種　□卸売業　□サービス業　□小売業　　
□ゴム製品製造業　□旅館業　□ソフトウェア業・情報処理サービス業

資 本 金 万円
従業員数 人

［事務局欄］　※記入不要
受 付 日 受 付 番 号

フリガナ 共同出展
社名

（1社）社　名

代表者 役職 　　　　　 氏名

所在地 〒

U R L https:// 本展ホームページからの　　　　　　可・不 可
　  リンクに関して　　　　　　　 　○をお付けください。

担当者 所属 　役職 　　　　　　　氏名

担当者
連絡先

〒
住
所

TEL
FAX
E-mail

先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2023
【企画展】人流・物流生産性向上フェアin熊本

「先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2023」・企画展「人流・物流生産性向上フェア in 熊本」の出展規程を了承し、下記のとおり出展を申込みます。

年　　　月　　　日

出展申込書

請求先が
ご担当者
と異なる

場合

社名 　所属・役職 　　　　　　　氏名

〒
住
所

TEL
FAX
E-mail

印


