おかやまテクノロジー展2020
〜精鋭企業と 出 会 う 技 術 展 示 商談 会〜

- 出展のご案内 -

2020

1/

23 ・24

10:00~17:00
※最終日は16；30まで

コンベックス岡山

おかやまテクノロジー展 (OTEX)2020
開催概要
名

称

目

的

『おかやまテクノロジー展(OTEX)2020』〜精鋭企業と出会う技術展示商談会〜
県内の機械系ものづくり関連企業等の新技術・製品開発力・製品等を一堂に集めた大規模展示
商談会を開催することにより、
「ものづくり県おかやま」
を県内外へアピールするとともに県外の
大手メーカーとのマッチング機会を創出し、
県内ものづくり企業の販路拡大を図る。

日

時

2020年 1月2３日
（木） 10:00〜17:00
1月2４日（金） 10:00〜16:30

会

場

コンベックス岡山

主

催

岡山県、公益財団法人 岡山県産業振興財団

大展示場・中展示場 （岡山市北区大内田675）

募 集 規 模

250小間

募 集 対 象

主たる事業所を岡山県内に有する機械系ものづくり企業等
プラ製品、ゴム製品 、鉄鋼、非鉄金属、金属製品 、一般機械器具、
電気機械器具、電子部品・デバイス、輸送用機械器具、精密機械器具、その他
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出展要項
（基礎小間仕様）
1 小間規格
間口2,390×奥行1,980×高さ2,400mm （隣接小間との仕切りパネルは奥行1,980mm）

（1小間あたり）※備品は小間数に比例（社名板は除く）。不要備品は撤去可能。
2 基本備品
机×１台（幅1,800×奥行600×高さ700mm）＋白布、椅子×２脚、2口コンセント100V/500W×１箇所
スポットライト×２灯、社名板×１枚（幅900×高さ300mm）、パンチカーペット、仕切壁(サイドパネル及びバック
パネル)、パラペット

3 出展料金
A 中小企業： 30,000円 ／１小間

B 大 企 業： 50,000円 ／１小間 ※消費税別途

※追加を含め、原則最大６小間での出展が可能。
※最大小間数以上が必要となる場合は、別途ご相談ください。
※中小企業とは、
「中小企業基本法」の定義に基づく。製造業の場合は下表のとおり。

資本金基準

従業員基準

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

３億円以下

300人以下

①上表の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす企業。
②「常時使用する従業員の数」には、事業主、役員、臨時従業員は含まない。
③法人格のない個人事業者も含む。

＜小間の追加料金について＞
料金は、追加１小間につき、Ａ・Ｂそれぞれの出展料金が適用されます。

4 申込方法
公式ホームページ内の「出展申込フォーム」に必要事項を全て入力の上、送信ボタンをクリックしてください。
入力いただいた出展申込フォームはプリントアウトし、貴社の控えとして保管してください。

URL : http://www.optic.or.jp/otex/
【お問合わせ】
おかやまテクノロジー展(OTEX)2020 事務局（公益財団法人 岡山県産業振興財団内）
〒701-1221 岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL.086-286-9670 FAX.086-286-9671
E-mail : otex-support@optic.or.jp
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5 募集期間
2019年6月28日（金）〜9月６日（金）
先着順に受け付け、審査いたします｡※想定小間に達した時点で受け付けを終了する場合がございます。

6 出展料金支払期限
事務局が出展申込書を受領後、支払期限（請求書発行から１ヵ月以内）を記し、出展料金に消費税を加えた金額の請求書を
送付いたしますので、
定められた期限内に指定口座へお振り込みください。
なお、
期限内にお支払いいただけない場合は、
出展申込を取り消しとさせていただく場合があります。
また、
本展示会に
関する全ての請求にかかる振込手数料は、
出展者の負担とします。
消費税の税率変更時の取り扱いについては、支払日が税率変更前であっても開催日基準で新税率が適用されます。

7 出展基準/申込の保留等について
・ 県税を滞納していないこと
・ 反社会勢力ではなく、かつ、これらの勢力とは一切関係がないこと
・ 危険を及ぼす可能性のある実演・展示を行う場合、関連法規等に則り安全確保に向けた十分な施策を講じられること
・ 会期中、展示ブースに人員を常時配置できること
・ 自社が手掛けている実製品（加工部品、機器・機械、製品等）を展示できること
※原則として、パンフレットやパネルだけの展示では出展不可とするが、技術の紹介等製品の展示が困難な場合は、
映像やパネルだけの展示を認める。
主催者にて、出展内容が本展示会の開催趣旨に沿わないと判断した場合など､出展申込を保留､または出展を認めない
場合があります。予めご了承ください。

8 主催者による出展申込の取消
・ 主催者は、出展者が以下の項目に該当することが判明した場合、何ら催告を要せず、出展申込を取り消します。
これにより当該出展者に損害が生じても、一切の責任を負いません。
①暴力団（岡山県暴力団排除条例（平成22年岡山県条例第５７号）第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）に該当する者。
②暴力団員（同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者。
③暴力団員等（同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者。
④暴力団又は暴力団員等の統制下にある者。
⑤暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。
⑥総会屋その他前各号に準ずる者。
・ 主催者が、前項の規定により出展申込を取り消した場合、既納の出展料金等は返還いたしません。
また、これによって生じた主催者の損害を、当該出展者に請求することができます。
・ 主催者が規定により出展申込を取り消した場合、これによって当該出展者に損害が生じても主催者は一切の
責任を負いません。

９ 出展申込のキャンセル
出展申込書提出後のキャンセルは、原則できません。
万一、申込者の都合による取消・変更等があった場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
・ 2019年9月20日
（金）〜10月18日
（金）
………………… 出展料金の 50％
・ 2019年10月19日（土）以降 …………………………… 出展料金の100％

（１小間あたり）
10 出展料金に含まれるもの
出展小間スペース、机×１台（＋白布）
、椅子×２脚、2口コンセント100V/500W×１箇所、
スポットライト×２灯、社名板×１枚（幅900×高さ300mm）、パンチカーペット、仕切壁(サイドパネル及び
バックパネル)、
パラペット
（その他）
・ 公式ＨＰ、公式ガイドブックへの企業情報記載
・ 主催者による広報宣伝費及び企画運営費
・ 主催者による安全管理費及び警備費等
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11 出展料金に含まれないもの
・ 出展者による自社小間内の装飾、設営・撤去、運営費
・ 自社小間内の電気(追加分)、水道、ガス等設備工事費及び使用料
・ 出展機器などに対して付保する損害保険料
・ 展示、実演及び搬入出作業の際に発生した対人・対物損害等の事故にかかる費用
・ 法令及び展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・ その他、出展料金に含まれない費用

12 小間位置の決定
小間位置につきましては、出展申込の順番や展示内容､利用小間数､会場全体の構成､実演の有無等を勘案した上で
主催者が決定することとします。
。
角小間を条件とした申込は出来ません。
決定した小間位置は10月28日に予定しています 出展者説明会でお知らせします。

13 小間内の基本設備配置について
角小間は基本的に２面開放ですが、
ご希望の場合はパネルを設置し、
１面のみの開放も可能です。
）
（出展者説明会 後に開設する出展者専用ページからお申込みください。

14 小間の転貸等の禁止
出展者は、
いかなる場合も小間の転貸、
売買、
交換、
譲渡はできません。

15 会場内販売の禁止
会場内での販売行為（金品の授受）は禁止です。

16 共同出展について
原則、
共同受注活動及び共同研究を行う団体で、
主催者の審査により認められた団体のみ共同出展を可能とする。
・基礎小間仕様：1 の小間規格と同様
・出展料金：５０,０００円／１小間 ※追加を含め、
原則最大６小間での出展が可能。※消費税別途
・展示内容：原則、
共同受注活動及び共同研究の成果物または活動紹介のための映像、
パネル等を展示するものとする。

17 電気使用について
基本備品に含まれる以上の電力を使用される場合の電気使用料、
幹線工事費については、
出展者の負担となります。
なお、
単・３相電源及び大容量の電源を使用する場合は、
割増料金になる場合があります。
詳しくは、
出展者説明会で
ご説明いたします（
。出展者説明会 後 に開設する出展者専用ページからお申込みください。
）

18 会期及び搬入出期間
会
期： 2020年 1月 23 日（木）〜1月24日（金）10:00〜17:00
搬 入 日： 2020年 1月 22 日（水）13:00〜18:00
搬 出 日： 2020年 1月 24 日（金）16:30〜18:30

＊最終日は16:30まで

＊上記予定は変更される場合があります。予めご了承ください。
＊大型機械の搬入があるご出展者様は、別途ご相談ください。

19 損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、その他理由により、展示会場設備または展示会
建造物若しくは人身等に対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。

20 出展物の管理と免責
主催者は、出展物の管理・保全について、
警備員の配置等、
事故防止に最善の注意を払いますが、
あらゆる原因から生ず
る損失または損害について、
その責任を負わないものとします。
出展物は、
出展者が管理するものとし、
搬入から会期、
搬出までの全期間中の盗難、
紛失、
故障及び災害による損害等については、主催者は補償等一切の責任を負いません。

21 展示会の中止
天災・人災等の災害、
その他不可抗力により展示会の開催が困難と判断された場合、主催者は展示会の会期を変更、
若しくは開催を中止することがあります。
その場合、主催者は、これによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な
事態について責任を負わないものとします。
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22 その他
ご不明な点等がございましたら、主催者事務局までお問合わせください。

23 問い合わせ先
おかやまテクノロジー展（OTEX)2020 事務局（公益財団法人 岡山県産業振興財団内）
〒701-1221 岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL.086-286-9670 FAX.086-286-9671
E-mail:otex-support@optic.or.jp

スケジュール

2019年 6月 28日（金）
2019年 9月 6日（金）
2019年 10月28日（月）を予定

※詳細は別途お知らせします。

公式ＨＰ開設／出展募集開始
募集締切

※2019年9月20日(金)以降、
申し込みを取り消された
場合キャンセル料が発生します。

出展者説明会

＊出展マニュアル等配布

※出展者説明会は展示会の準備や実施に係わる重要事項
を説明します。必ずご出席下さい。

2020年 1月 22日（水）

搬入

2020年 1月 23日（木）
【おかやまテクノロジー展（OTEX)2020】1日目
2020年 1月 24日（金）
【おかやまテクノロジー展（OTEX)2020】2日目
／搬出・撤去

