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※「からくり改善」は、⽇本およびその他の国における公益社団法⼈⽇本プラントメンテナンス協会の登録商標です

主催：公益社団法⼈⽇本プラントメンテナンス協会
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【からくり改善®くふう展2018】【製造現場における「⾒える化･IoT」展2018】出品のおすすめ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
⼩会には、平素より格別のご⽀援を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて⼩会で開催させていただいております標記【からくり改善®くふう展】におきましては、1994年の第

1回開催より、出品企業数・作品数・参加者を更新し、毎年ご来場いただくみなさまに⾼い評価をいただい
ております。
【からくり改善®くふう展】は⽇ごろから疑問に思っていた業務の不具合について⾃ら考え、制作した低

コストで、きめの細かい効果的な改善作品（段取り時間の短縮改善、搬送⽅法の改善、切粉の処理⽅法の改
善、⽬で⾒る管理改善など）、あるいは、最近重要となってきている環境に関する改善作品（CO2削減、騒
⾳、粉塵対策など）など製造現場で⽣まれたアイディアを⼀堂に集め展⽰いただく作品展です。
また、今年度は、 【製造現場における「⾒える化･IoT」展】とし、 「⾒える化」展の作品に加え、

「IoT」に関する事例も同時募集いたします。現場改善として広く取り⼊れられている「⾒える化」「⽬で
⾒る管理」改善の事例に加え、現場で活⽤している「IoT」事例をポスターセッション・サンプル形式など
で展⽰することにより、「⾒える化･IoT」改善のさらなる進化とオペレーターのレベルアップを⽬的として
開催いたします。
改善作品の説明などを通じて、ご参加のみなさまのお役に⽴てるイベントとして、参加企業の意識の向上

および、技術・技能のレベルアップを図るとともに、各社様の交流が図れるものと確信しております。
つきましては、応募要項をご参照のうえ、ぜひとも貴社よりご応募くださいますようお願い申しあげます。

敬具

公益社団法⼈⽇本プラントメンテナンス協会
専務理事 鈴置 智

開催概要

名 称

開 催 場 所

開 催 ⽇ 時

作 品 の 搬 ⼊
作 品 の 搬 出

主 催

会場設営事務局

からくり改善®くふう展2018/製造現場における「⾒える化･IoT」展2018

ポートメッセなごや 第3展⽰館
〒455-0848 名古屋市港区⾦城ふ頭2-2
【会場HP】http://portmesse.com
【アクセス】名古屋臨海⾼速鉄道あおなみ線⾦城ふ頭駅 徒歩約5分

※2020年 東京オリンピック開催の関係で、2年連続名古屋開催となります

2018年10⽉25⽇（⽊）10：00〜16：30
2018年10⽉26⽇（⾦）10：00〜16：00

2018年10⽉24⽇（⽔）13：00〜17：00
2018年10⽉26⽇（⾦）16：00〜18：30

公益社団法⼈⽇本プラントメンテナンス協会（以下：JIPM）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-13 名古屋⼤同⽣命ビル3階
TEL：052-561-5634 E-mail：jigyo@jipm.or.jp

名古屋ショーケース株式会社（以下：NSC）担当：向・成⽥・坂本
〒467-0865 名古屋市瑞穂区直来町1-5
TEL：052-881-5751 E-mail：karakuri@nagoya-nsc.co.jp
★電話問合せ期間：
2018年 7⽉ 1⽇（⽇）〜10⽉31⽇（⽔）平⽇10：00〜18：00
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【提出2・3：作品詳細申込書】 ※P.4・5参照
ブースのアピールポイント・作品名（★ふりがな）・作品区分・作品の種類・動⼒源・⼒の伝達機構・概
要をご記⼊のうえご提出ください。 参加申込みパンフレットや当⽇の配布物に使⽤させていただきます。
期⽇までに決まらない場合は決定事項のみ記載し、確定後再度ご提出ください。
※作品詳細の最終確定は8⽉29⽇（⽔）です
※「⼿押し台⾞コンテスト」へのエントリーがふくまれます（★締切は5⽉31⽇（⽊））

【提出6：出品に関する連絡書】 ※P.9参照（★JIPM会員⇔会員外で条件が異なります）
特別招待（1社につき1名1⽇分）、当⽇の作品説明員（1作品につき2名以内・昼⾷付）、テキス
ト数、記念品（楯：1社につき1個）の記載⽂字、作品の搬⼊・搬出についてご記⼊のうえ、ご提出
ください。
※★JIPM会員⇔会員外の区分により、出品枠⼊場券の有無・枚数が異なります。
※作品詳細の最終確定は8⽉29⽇（⽔）です。これ以降の追加・修正は当⽇の配布物に反映され
ません

参加者募集をホームページ・DMで開始
出品企業様の申し込みは、「★出品企業専⽤申込書（会員価格・会員外価格）」をご利⽤ください。
★ブース内出品のない関連会社・海外法⼈は、対象外となります

【提出1：出品申込書】 ※P.4参照
出品予定作品数・必要なブース幅などをご記⼊のうえご提出ください。
ブース幅は１社あたりブース幅は900㎜の倍数、3,600㎜〜最⼤63,000㎜の間で申請ください。

全体スケジュール・提出書類⼀覧
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下記は、からくり改善®くふう展2018/製造現場における「⾒える化・IoT」展2018 当⽇までの流れです。
詳細は、参照ページをご確認ください。
各申込書は、からくり改善®くふう展専⽤ホームページよりダウンロードいただき、ご記⼊のうえご提出ください。
http://www.jipm-topics.com/contact/kr2018_exhibition/
★すべての提出先は、NSC：karakuri@nagoya-nsc.co.jp となります。
★項⽬により、JIPM：jigyo@jipm.or.jp から確認メール・ご連絡をさせていただくことがございます。

作品詳細申込書
5⽉31⽇（⽊）

出品申込書
4⽉20⽇（⾦）

使⽤機材・レイアウト図申込書
有料追加備品申込書
8⽉3⽇（⾦）

荷物の送付
10⽉24⽇（⽔）

AM必着

出品に関する連絡書
8⽉29⽇（⽔）

JIPM事務局予定
5⽉下旬

JIPM事務局予定
9⽉中旬

JIPM事務局予定
9⽉中旬

【提出4：使⽤機材・レイアウト図申込書】 ※P.6・7参照
当⽇の使⽤機材（①机・椅⼦等の備品、②電源、③エアー）をご記⼊のうえご提出ください。
※使⽤機材は実数を必ず確認し、レイアウト図にて申請ください（昨年度のエアー使⽤率：92％）

【提出5：有料追加備品申込書】 ※P.8参照
有料備品をご希望の場合はカタログをご参照のうえお申し込みください。
※⽕気・危険物の使⽤・持ち込みは禁⽌です。※Ｐ.７参照

会場レイアウト・作品詳細（ブース番号）の配信。JIPMからくり改善・ホームページにも掲載予定です

特別招待券・出品枠⼊場券・作品説明員パス・撮影者⽤ビブスなどの発送
搬⼊出⾞両許可証の配信

【荷物の発送について】 ※P.12参照
宅配便にてお荷物を搬⼊される出品企業様は10⽉24⽇（⽔）AM必着として発送ください。
★クロネコ以外の宅配便搬出につきましては、出品企業様において荷物の引き渡しまでご対応ください

※昨年からの変更点については、★印を記載しております
※注意点は⾚字で掲載しております
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出品お申込みについて

出品申込・作品詳細申込要項
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出品作品の内容について

出品申込書に必要事項をご記⼊のうえ、4⽉20⽇（⾦）までにNSC宛にご提出ください。
なお、本イベントは、モノづくり企業の意識や技術の向上、企業間の交流をめざす作品展であり、出展費⽤はいただい
ておりません。⼀般的な展⽰会とは、⽬的が異なりますので、趣旨にご理解・ご賛同のうえ、ご出品ください。
営業⽬的とした企業様のご出品は固くお断り申しあげます。
（注意）
※出品ブース単位は、事業場ではなく、法⼈ごととなります（１法⼈あたり幅63,000ｍｍまで承ります）
※関係会社様をふくめ、１ブースでのご出品は可能です（１ブースあたり幅63,000ｍｍまでで承ります）

提出1：出品申込書 提出期限：4⽉20⽇（⾦）

からくり改善®くふう展の区分と作品例

提出2・3：作品詳細申込書 提出期限：5⽉31⽇（⾦）

出品作品は、次のとおり区分させていただきます。
ブースのアピールポイント・作品名（★ふりがな）・作品区分・作品の種類・動⼒源・⼒の伝達機構・概要をご記⼊のう
えご提出ください。 参加申込みパンフレットや当⽇の配布物に使⽤させていただきます。期⽇までに全作品の詳細が決
まらない場合は決定事項のみご記⼊いただき、⼀度ご提出ください。
なお、この申込書には「⼿押し台⾞コンテスト」へのエントリーが含まれます。⼿押し台⾞コンテストについては、P13をご参
照ください

区 分 作品例

a．⽬で⾒る管理 メーターの限界表⽰、バルブの開閉表⽰、3点セットの改善、ボルトのアイマークなど

b．⽣産性向上
・作業改善

段取り時間の短縮改善、Oリング・ナットなどの1個取出し、部品供給の改善、物流改善、搬送⽅法の改
善、治具のワンタッチ化、部品の⼿元化、起動スイッチの改善など

c．⾃社開発機器 設備診断機器、検査装置、⼨法測定機器、ポカヨケ装置、搬送装置など

d．⼯具改善 作業に合わせた⼯具の改善、⼯具の置き⽅・管理の⽅法の改善など

e．安全・環境改善 ヒヤリハット対策、安全柵の改善、CO2削減、⾳・粉塵・熱・照度の対策、重筋作業の改善など

f．チョコ停対策
・切粉対策 刃具の寿命延⻑・交換時間短縮、切粉の処理⽅法の改善、局所カバーの⼯夫など

g．清掃道具の改善 清掃困難個所・清掃時間短縮のための道具改善、清掃服の⼯夫など

【①作品区分】
a．⽬で⾒る管理
b．⽣産性向上・作業改善
c．⾃社開発機器
d．⼯具改善
e．安全・環境改善
f．チョコ停対策・切粉対策
g．清掃道具の改善
h．その他

【②作品の種類】
a．改善現物
b．パネル
c．ミニチュア
d．ビデオ
e．その他

【③動⼒源】
a．重⼒
b．弾⼒性
c．他動⼒（設備の動き）
d．圧⼒
e．⼈の⼒
f．浮⼒
g．磁⼒
h．電⼒
i．摩擦⼒
j．静電気⼒
k．その他・該当なし

【④⼒の伝達機構】
a ．テンビン・テコ
b．⻭⾞・滑⾞
c．カム機構
d．リンク機構
e．突出しレバー・ガイドレール
f．光・⾳・振動
g．⽷・ひも・棒・⽊材・鉄
h．ねじ（らせん）
i．コロ・ローラー・階段
j．シューター
k．こま・⾵⾞
l．真空・⽔位の差
m．温度上下の差
n．液体の渦巻き
o．分離・付着
p．その他・該当なし

【作品詳細項⽬】
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作品詳細申込要項
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【①作品区分】
1．安全
2．点検・検査
3．5Ｓ
4．異常発⾒
5．教育
6．その他

【②作品の種類】
1． パネル
2． ビデオ
3． 現物
4． ミニチュア
5． その他

【作品詳細項⽬】

①改善・⼯夫をした現物・内容を展⽰（掲⽰）

③IoT等の新ツール活⽤（社内の改善で⽣まれた内製品が対象。購⼊品そのものや外販⽤のものは除く）

製造現場における「⾒える化･IoT」展の区分と作品例

a．問題点の⾒える化 ロス、正常・異常、危険要因、作業、在庫などの⾒える化事例など

b．結果の⾒える化 改善成果、コスト、活動状況などの⾒える化事例など

c．知識・技術・技能の⾒える化 作業⼿順、熟練者作業、ノウハウ、スキル、などの⾒える化事例、ワンポイ
ントレッスン、各種マニュアルなど

d．プロセスの⾒える化 ⼯程（モノの流れ）、設備稼働状況、作業進捗、⽣産状況、保全計
画・保全情報などの⾒える化事例など

e．⽬で⾒る管理・⽬で⾒る表⽰ 締結、潤滑、圧⼒計、バルブ、配管、電装部品、⼯具、測定具などの、
⽬で⾒る管理・表⽰

②動画・写真（パネル）の展⽰

a．動画 チョコ停解析、加⼯点解析、故障解析、動画マニュアルなどの教材など

b．写真（パネル） 教育マニュアル、良品マニュアル、安全マニュアル、現場での各種表⽰など

a．モニター化 設備稼働状況、⽣産状況、異常検知、保全計画・保全情報など

b．センシング 振動・電流・熱などの設備の正常・異常情報の収集、設備稼働情報の収
集など

c．分析ツール ⽣産性、品質、安全性担保、保全周期・修理情報など、現場情報を分析
するツールの活⽤など

d．その他 タブレット端末・スマートフォン、ドライブレコーダー等、⼀般的なツールや機器
の活⽤など

④その他

a．予備品管理⽅法の改善 予備品の発注点⽅式、置き⽅の改善など

b．管理・間接部⾨の改善 巻き紙分析、事務所のレイアウト変更など

c．技術技能評価や教育教材 技能スキル評価法、カットモデルなど

d．その他
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展⽰について
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ブース基本様式 提出4：使⽤機材・レイアウト図申込書 提出期限：8⽉3⽇（⾦）

ブースの基本様式は下記のとおりです。（2017年同様）
様式を参考に、備品の必要数・場所を確認し、使⽤機材を配置したレイアウト図を作成のうえ、 8⽉3⽇（⾦）ま
でにNSC宛にご提出ください。ブース幅は、これ以降変更できませんのでご注意ください。
なお、会場に安全な通路幅を確保するために、1社あたりのブース幅を 63,000㎜まで、ブースの奥⾏は 3,000㎜に
て固定とさせていただきます。（複数事業場から夫々お申込みの場合は、ブース幅の社内調整をお願いします）

＜基本様式＞
■ 背⾯パネル：H2100㎜
※パネル1枚：幅900㎜×板厚35㎜×⾼さ2100㎜

■ 側⾯パネル：W900㎜×H2100㎜ ＋ W2100㎜×H900㎜
■ 社名板１枚（⽩⾊・⿊字・統⼀ゴシック書体）
※ 書体の指定・ロゴでの作成はできません
※【提出１：出品申込書】の出品企業名・事業場名で作成されます

■ 突出し看板（A★３サイズ両⾯）

2,100mm
900mm

(最低3,600mm以上、以降900mm単位の申請 最⼤63,000mm）
900mm

2,100mm

※パネルの繋ぎ⽬にアルミフレームが⼊ります
※通路に⾯した側⾯も隣のブースとの間の側⾯も
H2,100㎜とH900㎜の組み合わせパネルが設置
されます

※ブースの奥⾏は3,000㎜固定です
※通路と⾒学箇所の分離のため、通路側にも必ず
パネルを設置します

【からくり改善くふう展のブース展⽰⾵景（例）】

≪パネル仕様≫
4mmアルミフレーム
パネル表具：クロス仕上げ
ベース：ベニヤ材
⾃⽴脚付

パネル
板厚
35mm

横から⾒た図
隣接する他社ブースのフックの先が

⾃社ブースにかかる場合
がございます

あらかじめご了承願います



からくり改善®くふう展2018

展⽰について
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展⽰上の注意事項

 作品の展⽰については、⾼さ・バランスなど転倒防⽌対策、挟まれなどの危険がない作品の展⽰をお願いします。安
全上問題のない作品のみご出品ください

 作品の実演は、基本的に説明員のみで⾏ってください。来場者に体験・体感させる場合は、安全に⼗分ご配慮くだ
さい

 重量物をブロックパネルに⽴て掛けることはできません
 作品の搬⼊、展⽰・取外し、搬出は、出品企業様にてお願いします
 会場内でのマイク・スピーカー・ポータブルアンプなどのご使⽤はお断りしております。映像機器の⾳量に関しても、周り

のブースにご配慮いただけますようお願いします
★作品以外の資料（会社案内パンフレット、製品、ノベルティ、からくりの歴史など）の配布・展⽰をお断りしております。

会社名以外の幟なども展⽰できませんので、ご協⼒ください。
 会社名の幟は、通路の視認性確保のため、突出し看板のパネルに括り付けてください（横倒しパネルではない⽅）。
 液晶ディスプレイ、DVDデッキ、パソコン、プロジェクター、PC⽤モニターが必要な場合は、出品企業様にてご準備い

ただくか、【提出5：有料追加備品申込書】をご利⽤ください。

⽕気・危険物の取り扱い

会場内での裸⽕の使⽤・危険物の会場内への持ち込みは禁⽌されています。

⽕気・危険物の種類
●第三⽯油類（A重油、マシン油など）
●第四⽯油類（ギヤー油、潤滑油など）

●第⼀⽯油類（ガソリン、シンナーなど）
●動植物油類（変性アルコール、⾷⽤油など）
●その他⽕気（裸⽕）、危険物品など ※スプレー⽸・インク油・塗料なども含まれます。

レンタル備品（無料）、貼り紙はつぎのとおりです。有料備品については次⾴をご覧ください。

・電源１００Vコンセント（アースなし）
・エアー（カプラーでの供給。規定⾵量300ℓ/分）
・椅⼦、⽩布巻の机（W600×L1800×H700）
・施⼯必要物（画鋲、・Ｓフック・ピクチャーワイヤー・ガムテープ、

はさみ、カッターペン、台⾞など）
・作品番号表⽰紙
・ 各種表⽰（特許出願中、特許出願済、撮影禁⽌など）
（注意）
※コンセント、エアー、机、イスは必ず必要数・場所を確認し、申請ください。

作品数以上の使⽤については相談させていただきます（作品数まで無料とします）
※テープ類（両⾯テープ、マジックテープ等）の使⽤は不向きです
※「特許NO○」が必要な場合は企業様にてご準備ください

レンタル備品（無料）について

フック

※⾼さ調整可能
ピクチャーワイヤー
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750

990
990

750

495990

1 貴名受 2 カウンター 3 卓上カタログスタンド

1,700円
W900・W1,500・W1,800

（棚1段付) 10,000円 2,000円

4 カタログスタンド A 5 カタログスタンド B 6 展⽰台 ①

5,000円 3,000円

W990×D495
×D750

8,500円

7 展⽰台 ② 8 ★スタンドライト 9 パネルスタンド

W990×D990
×H750

9,000円 7,000円 (パネル別) 3,000円

★Lポップスタンド ★卓上ポップスタンド ★チェーンパーテーション

(パネル別)1,500円 500円 (チェーン1m付) 1,000円

液晶ディスプレイ ＤＶＤプレイヤ その他

22インチ 20,000円
40インチ 37,000円 (再⽣専⽤) 5,000円

展⽰について

8

有料追加備品カタログ 提出5：有料追加備品申込書 提出期限：8⽉3⽇（⾦）

★有料備品は、下記のとおりです。ご希望の場合は、【提出5：有料追加備品申込書】をご提出ください。
（ご請求は、からくり改善くふう展終了後になります）

A:⾸振りタイプ

10 1211

※⾊の指定はできません

600

ハロゲン球型
クリプトン球
80W×4灯

A4 3列4段
Ｗ760×Ｈ1,620

A4 10段
Ｗ235×Ｈ1,620

A4 3段

W365×D275
H1,350～2,400

B:イーゼルタイプ

その他の備品のレンタルに関しても、
お気軽にお問い合わせください。

詳細はホームページでも確認できます。

※表⽰価格は全て税別です

1000

13 1514

※写真は2本使⽤A:上付タイプ B:下付タイプ

名古屋ショーケース
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出品作品数 ご招待⽇と⼈数

出品作品数1作品につき 各⽇1名（計2名）
※例10作品の場合 計20名

会員外企業へのご⽤意はございません
（この機会にご⼊会をご検討ください）

出品の概要・出品のお礼

9

出品の概要・お礼

表彰

参加者の投票、および⼩会選任審査員の審査により、賞を決定し表彰させていただきます
【表彰式について】
10⽉26⽇（⾦）15：00〜 表彰式会場にて
（注意）
※10⽉26⽇（⾦）16：00までは会期期間となりますので、作品説明をお願いします
※製造現場における「⾒える化・Iot」展の表彰単位は、作品ごとになります
※「連続出品賞」「最多作品出品賞」の表彰はございません

提出6：出品に関する連絡書 提出期限：8⽉29⽇（⽔）

出品企業様には、出品特典を準備しております。【提出6：出品に関する連絡書】に必要事項をご記⼊のうえ、
8⽉29⽇（⽔）までにご提出ください。

【特典１】特別招待（適⽤対象：会員企業、⼀般企業）
1社につき1名1⽇分をご招待いたします。★窓⼝担当者宛に、9⽉中旬に招待券をお送りします。
★会場内に、「特別招待者⽤休憩室」を準備しております。詳細は、当⽇の会場案内図でご確認ください。

【特典２】 ★出品枠ご⼊場券（適⽤対象：会員企業のみ）
ご出品いただく作品数に応じて、下記の⼈数をご招待します。9⽉中旬に⼩会から⼊場券を直接連絡担当者様へお送り
します。
からくり改善くふう展・製造現場における「⾒える化・IoT」展ともに

【特典３】当⽇の作品説明員「⼊場券（説明員パス）」（適⽤対象：会員企業、⼀般企業）
作品説明員は、1⽇につき1作品2名まで、「⼊場券（説明員パス）」をお渡しします。
当⽇ご説明いただく⽅には、説明⽇のご昼⾷（お弁当）、当⽇配布テキスト（作品投票）をご⽤意しております。
★説明員以外の控室・ご昼⾷のご準備やご提供はありません。

【特典４】出品作品のDVD贈呈（適⽤対象：会員企業、⼀般企業）
出品記念として、作品DVDを制作いたします。このDVDは、⾃社ブースの作品のみを収録し、12⽉中旬頃連絡担当者
様宛に送付します。
収録は、開催期間中に1企業あたりの撮影時間5~10分を予定しています。各社1作品のご説明にご協⼒ください。
収録希望⽇がある場合はご記⼊ください。時間指定はできません。希望⽇が偏った場合はご相談させていただきます。
★収録データは、JIPMにおいて責任をもってデータ管理いたします

【特典５】出品記念の楯贈呈（適⽤対象：会員企業、⼀般企業）
お礼として、1社1個の出品記念の楯をお贈りします。楯に記載する会社名・事業場名をご記⼊ください。
当⽇会場にてお渡しします。なお、1社2個以上をご希望の場合は、【提出７】をご提出ください。１台5,400円（税
込）でお受けし、10⽉上旬にご請求いたします。

【特典６】 ★出品企業専⽤申込み（特別料⾦：会員10,000円、会員外16,000円）
出品企業様の⼀般参加者については、「出品企業専⽤申込書（会員・会員外⼀般）」にてお申込みの場合のみ、
当⽇参加を含め、特別料⾦で申し受けます。ブース内関連企業様も対象となります。
★ブース内出品のない関連会社・海外法⼈は、対象外となります
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搬⼊・搬出について
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（注意）
※主催者駐⾞場⼊⼝の待機⾞の警備は、11：00頃からとなります
※事前に運転⼿連絡先の確認とご担当者連絡先を運転⼿にお伝えしておいてください
※企業持込の台⾞やパレットなどは、バックヤードをご⽤意しておりますので、ご⾃由にご使⽤ください

（保管に関しましては、各社の責任でお願いします）
※10⽉24⽇（⽔） は、「⼊場券（説明員パス）」は不要です

搬⼊・搬出スケジュール

⾃社ご⼿配のトラック等の搬⼊出⾞両には、主催者駐⾞場への乗⼊れ時に 「搬⼊出⾞両許可証」が必要になります。
「搬⼊出⾞両許可証」は、⼩会より、9⽉中旬にメールにて送付します。
（注意） 「搬⼊出⾞両許可証」がないと、主催者駐⾞場には⼊れませんので、ご注意ください。

搬⼊出⾞両許可証について

 主催者駐⾞場（搬⼊出⼝）には、⾞両の⾼さの制限はございません
 搬⼊出⼝から展⽰会場へは、直接搬⼊出⾞両（中型トラック等）で乗り⼊れが可能です。係員の指⽰に従い、安

全に⼗分ご配慮ください
 フォークリフト（運転⼿なし）は、2ｔ⾞を2台ご⽤意しております（利⽤⽅法は、次⾴を参照ください）
 台⾞のご⽤意はございますが、数に限りがございますので、譲り合ってご利⽤ください
 会場内の⽚付けや搬出は⼀⻫に⾏うことになりますので、フォークリフトの貸出時、搬⼊出⾞両の主催者駐⾞場への

乗り⼊れや搬⼊出⼝で順番待ちが⽣じる可能性がございます。急がず安全に、ご協⼒をお願いします
 準備⽇含め、説明員⽤の駐⾞場はご⽤意がございません。⽴体駐⾞場（有料）をご利⽤ください
 主催者駐⾞場への乗り⼊れは、搬⼊出⾞両（トラック、ワンボックス、バンなど）のみとさせていただきます
★10⽉25⽇（⽊）は、主催者駐⾞場は利⽤できません

搬⼊・搬出におけるご連絡

〜13：00
12：00頃〜
13：00〜
13:00〜16:00
15：00頃
17：00

主催者⼯事
主催者駐⾞場（搬出⼊⼝）への搬⼊⾞両の乗り⼊れを順次開始
搬⼊⼝オープン、搬⼊開始、各ブース作業開始、荷物の配布（各運搬業者より直接）
各種レンタル備品・配布物の受け渡し
電気通電、エアー供給開始
各ブース作業終了時間

16：00 会期終了
16：15 搬出⼝シャッターオープン（⾞両搬⼊可能です）
18：30 搬出完了⽬安

【搬⼊時間】 10⽉24⽇（⽔） 13：00〜17：00

【搬出時間】 10⽉26⽇（⾦） 16：00〜18：30

（注意）主催者駐⾞場⼊⼝の待機⾞の警備は、14：00頃からとなります

【宅配便による搬出⼊】 宅配便の利⽤については、次項をご参照ください
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搬⼊・搬出について
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【⽴体駐⾞場（有料）】
駐⾞料⾦（1台/1⽇/1回）
普通⾞ 1,000円
収容台数 1,000台
⾼さ制限 2.1m
開⾨時間 8:00-18:00

主
催
者
駐
車
場

主催者駐⾞場（搬出⼊⼝）・ ⽴体駐⾞場（有料）

フォークリフトのご利⽤

１．主催者駐⾞場側・搬⼊⼝シャッター付近のフォークリフト受付までお越しください
鍵貸出台帳に会社名・⽒名・携帯番号をご記⼊いただきます

２．鍵をお渡しします。（他社が使⽤中の場合、終了次第、携帯にご連絡させていただきます）
３．駐⾞スペースにあるフォークリフト（2台のうちいずれか）をご利⽤いただきます
４．駐⾞スペースにフォークリフトを戻していただき、フォークリフト受付まで鍵をご返却ください
（注意）
※運転⼿はおりません。使⽤する場合は、必ず免許の携帯者がご使⽤ください（ヘルメット⽤意有）
※フォークリフト使⽤時は、先導役を配置し、安全に⼗分注意し⾛⾏してください
※台⾞の準備台数は少ないので、ご⽤意が可能な場合は⾃社でご準備をお願いします
※搬⼊⽇は13時より利⽤可能になります。

ご出品企業（説明員）配布物の受け渡し

レンタル備品の形状は
P7をご参照ください

※管理はポートメッセなごやのため、
早めに開⾨することはできません

※夜間の駐⾞はできません

各種レンタル備品
会場設営事務局デスクまたは会場内数か所にワゴンにてお配りしております
配布時間：10⽉24⽇（⽔） 13：00〜16：00
配布するもの：施⼯必要物
パネル取り付け⽤Ｓ字フック・ピクチャーワイヤー、画鋲、ガムテープ、はさみ、カッター、ペン、台⾞など

※作品番号表⽰、各種表⽰（特許申請中、特許申請済、撮影禁⽌、休憩中、⼿を触れないでください）
は9⽉末頃送付いたします

お⼿数ですが、つぎのとおり、引き取りをお願いいたします
場所：説明員控室 時間：10⽉24⽇（⽔）15：00〜17：00
お渡しするもの：楯、当⽇の配布資料、記念品
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搬⼊・搬出について
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宅配便について

【搬⼊時の発送⽅法】
荷物の未達・紛失事故を防ぐため、「お荷物ラベル」を必ず荷物に貼り付けてご配送ください。

※受取り漏れに関して、事務局では責任を負いかねます

【荷物必着⽇】
10⽉24⽇（⽔）AM必着とご明記ください。
※遅延を防ぐため、早めにご発送ください。
（10⽉24⽇以前の受け取りはできません）

【搬出時の荷物発送】
荷物の搬出に宅配便をご利⽤いただけます（ヤマト運輸、宅急便・着払いのみ）。
10⽉26⽇（⾦）16：15頃より、会場内・表彰式会場付近に特設集荷場を設置します。
発送物は、出品企業様ご⾃⾝にて特設集荷場までお持ちください。
なお、10⽉26⽇（⾦）出品社説明会時に着払い伝票をお配りします。
伝票が不⾜している場合は、会場設営事務局にお問い合わせください。

【ご利⽤上のご注意】
※A＋B＋C＝160cm、重量25〜30kg程度でお願いします。
※⼤きさ、重さのどちらか⼀⽅が超えている場合は、超えている⽅のサイズの扱いになります。
※ 160cmサイズを超えるお荷物の場合は事前に必ず会場設営事務局、ヤマト運輸または、各運送業者と

ご相談ください。
※ヤマト運輸をご利⽤の場合、160cmサイズまでは宅急便扱いですが、それ以上のサイズは、ヤマト便扱い

となりますので、【提出6：出品に関する連絡書（5）】にご記⼊ください。

【ほかの宅配会社をご利⽤の場合】
★ヤマト運輸以外で荷物を搬出される場合は、各担当より配送会社に
直接ご連絡ください。搬出時間・場所をご指定の上、各社の責任において、
荷物を受け渡しください。会場事務局で荷物を扱うことはできません。
（例）回収連絡：10⽉26⽇（⾦）17：30

ポートメッセなごや第3展⽰館・JIPM、３個⼝

【発送時の注意】
※着払い・クール便での発送は不可とさせていただきます
※荷物の紛失・損失についての責任は負いかねます
トラブルが発⽣した場合は出品企業様でご対応いただきます。当⽇は発送伝票「お客様控え」を必ず会場へ
お持ちください

※各運搬業者からの荷物は、会場設営事務局でお預かりする、もしくは各ブースに直接荷物を届けていただきます
各ブースに荷物がない場合は、会場設営事務局までお申し出ください

※開梱、梱包は⾃社ブース内で⾏い、通路上、または他社の迷惑となる場所での作業はご遠慮ください

【配送先】
〒455-0848
名古屋市港区⾦城ふ頭2-2 
Tel：052-398-1771
ポートメッセなごや 第3展⽰館
からくり改善くふう展2018/製造現場における「⾒える化」改善展2018

出品企業名：○○ ブースNo：○-○

宅配便で荷物を発送される出品企業様は【提出6：出品に関する連絡書（5）】に必要事項を記⼊し、下記の⽅法で
発送をお願いします。

荷物のサイズ・重量により、宅配ではな
く引っ越し便などになる場合があります
ので、あらかじめ確認ください
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出品社説明会

当⽇の注意事項等をご説明いたしますので、必ず各社１名以上ご参加ください。
10⽉25⽇（⽊）・26⽇（⾦） 9：00〜9：15 （説明員⼊場 8：45） 表彰式会場にて

出品社控室の利⽤と昼⾷について

会場内に、出品社⽤控室を設けます。昼⾷等のご休憩に随時ご利⽤ください。
＜ご利⽤上のお願い＞
※控室に、説明員以外の⽅が⼊ることはご遠慮ください
※控室は、個⼈の荷物などによる取り置きなどはご遠慮ください

昼⾷（お弁当配布）は、出品社控室にて、11：00〜14：00、説明員⼈数分をご⽤意しております。
※来場者⽤の昼⾷会場（有料）とは異なりますのでご注意ください
※その他お弁当の特別注⽂は承っておりません

会場内は、報道関係者もふくめ、写真・録画・録⾳は全⾯的に禁⽌です。
出品企業様のブース内で記録写真・録画を撮られる担当者⽤に、撮影者⽤ビブスを事前にお送りしますので、撮影時は
必ずビブスの着⽤をお願いします。また、会期中、⾃社ブース以外での写真撮影は控えてください（表彰式は除く）。
作品数に応じて、1〜2枚送付いたします。使⽤時にブース内で使い回しいただきますようお願いします。
出品社交流会の時間は、相⼿側の了承を得た場合のみ⾃社ブース以外での写真撮影を可能とします。その際も、必ず
ビブスの着⽤をお願いします。
取材については、各ブースの担当者に取材主旨などを説明するよう依頼しております。取材の対応は、必ず、出品企業の
ご担当者が把握・対応していただきますよう、お願いします。

★写真・録画・録⾳の禁⽌について

出品社交流会
出品社のみの交流・情報交換時間をつぎのとおり設けます。出品作品の⾒学と交流をおこなってください。

10⽉25⽇（⽊）・26⽇（⾦） 9：15〜9：55

説明員、ご来場者ともに⽴体駐⾞場（有料）をご利⽤ください。（P11､14参照）
【⽴体駐⾞場（有料）】
駐⾞料⾦（1台/1⽇/1回）普通⾞ 1,000円
開⾨時間：8：00-18：00

※搬出⼊に使⽤する主催者駐⾞場以外、特別な駐⾞スペースはございません。

駐⾞スペースについて
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「⼿押し台⾞コンテスト」を今年度も開催いたします。別紙「台⾞コンテスト出品募集要項」をあわせてご参照ください。

【出品⽅法】
エントリー作品は、【提出2：作品詳細申込書（からくり改善®くふう展⽤）】の⑤台⾞コンテスト欄に○を付けてください。

【出品条件】
①からくり改善®くふう展2018に新規で出品する作品
②出品数は1社につき2作品まで
③コンテストの発表順や開催⽇などは事務局にて決定させていただきます
④出品台⾞の実演・説明を、コンテスト⽇にコンテスト会場付近で撮影します。撮影した映像・写真の2次使⽤を承諾
いただける作品のみエントリーください

【エントリー締切】 2018年５⽉31⽇（⽊）

【開催概要】 2018年10⽉25⽇（⽊）12:30〜14:00（予定）、26⽇（⾦）12:30〜14:00（予定）

会場内のコンテスト会場にて、上記⽇時（予定）のうち、1作品あたり10分間で作品をご紹介いただき、
作品の活躍度やアイデアを競っていただきます。

特別イベント「⼿押し台⾞コンテスト」について


