
石川県、金沢市、（一社）日本屋外広告業団体連合会、富山県屋外広告美術協同組合、福井県屋外広告美術協同組合、石川県屋外広告士会、
石川県ディスプレイ業協同組合、石川県ビジュアルデザイン協会、（一社）石川県建築士事務所協会、（株）北國新聞社、北陸放送（株）、
（株）北陸工業新聞社

後援主催 石川県屋外広告業協同組合

入場無料

サインがつなぐ 街づくり、人づくり

北陸初！
サイン業界が開催する展示会 2023年 6月1日～3日

第65回 日広連全国大会
in北陸・石川2023が

石川県で開催されます
11.15  - 16
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ed11.15  - 16
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10:00 ～ 17:00 （16日は 16:00 まで）

金沢港クルーズターミナル

株式会社 美装

スマホで【まちの案内板】を多国語表示・音声案内
QRトランスレーターのご紹介15:00

大竹　一史氏（販促事例サイト「Azmacy」運営）
「違法看板、建てちゃった !?あなたならどうする？」13:00

大竹　一史氏（販促事例サイト「Azmacy」運営）
看板屋さんのSDGsってな～に？14:00

石川県都市計画課景観形成推進室・金沢市都市整備局景観政策課
石川県と金沢市の広告景観11:00

株式会社 ミマキエンジニアリング

溶剤プリンターJV330と JV100、
ロール型UVプリンターUCJV300のご紹介11:30

14:00

株式会社 ドローンショー

ドローンの
自動運転技術を使用した点検11:00

税理士法人宮田会計  税理士　屶綱　重則氏
石川県ディスプレイ業協同組合  共催
石川県中小企業団体中央会  協力

インボイス制度とは
13:00

（一社）日本屋外広告業団体連合会  保険部  部長 　塚越  哲夫氏
東京海上日動火災保険（株）広域法人部法人第一課　 村田  航輝氏
東京海上日動火災保険（株）広域法人部法人第一課　畦地  将史氏

看板事故に関する保険の重要性

ステージ案内

イベント案内

▶ オリジナルプレート作り
石川県屋外広告業協同組合　

▶ カスとり タイムトライアル
北陸地区広告美術業組合青年部連合会

▶ 昇華転写プリンタ体験
株式会社 ミマキエンジニアリング

▶ ドローンによる安全点検デモ
株式会社 ドローンショー　　　　 　　

11.15

Tue 11.16

W
ed

金沢港

北陸自動車道

合同庁舎

北國銀行
NHK

金沢西 IC 金沢東 IC

石川県立
中央病院
国道８号線

国道８号線

石川県庁

のと里山海道

海側環状道路

北陸新幹線

JR 北陸線

金沢港クルーズターミナル

富山→←福井

JR金沢駅

〒920-0332 
石川県金沢市無量寺町リ 65
▶ JR 金沢駅  金沢港口より  車で約 15 分
▶ 北陸自動車道 
　 金沢西 IC より  車で約 15 分　　　
　 金沢東 IC より  車で約 15 分
▶ 北陸鉄道バス
　 金沢駅金沢港口 6番のりばより 約 20 分

会場へのアクセス
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出展社一覧

会場マップ

北陸初！サイン業界が開催する展示会

小間NO. 出展社名

01 株式会社アルミック
看板用下地材､ バリューフレームシリーズ等各種オリジナルアルミ製品・製造・販売

02 株式会社吉日
LEDモジュール・各種チャンネル文字、 金属文字、大型自立サイン等

03 株式会社トージ工芸
各種加工機とハンドワークによるオーダーメードサイン。 ステンレス材他サンプル展示

04 株式会社デザインラボ／PPF SHOP
シート貼り カーラッピング用施工ツールの展示販売

05 株式会社テクノプロモーション
昇華転写用紙､ トナー転写プリンタ、 Tシャツプリント用素材・システム、 クリングフィルム

06 株式会社ヤマト
健康増進機器の体験会

07 株式会社ミマキエンジニアリング
ローコストインクJV100-160、 UV硬化インクジェットUCV300-130

08 細田塗料株式会社
高いアイキャッチ効果のデジタルサイネージと屋外看板の支柱メンテナンス塗料のご紹介

09 暁化学工業株式会社
板金加工･エッチング・シルク印刷・樹脂加工・UV印刷などの多彩な技術をご紹介します

10 ニチエ株式会社
インクジェットメディア・エコ関連製品･両面テープ 新製品の紹介

11 株式会社シ・ピ・エル
会社紹介 事業内容PR

12 株式会社ニップコーポレーション
新カタログ 「Space Media｣、 「LED SELECTION」 を中心に展示

13 株式会社美装
SNSで話題になること間違いなしの【デカ文字】ほか、 最新サイン製品を出品します !!

14 PEAPデザイン株式会社
デジタルサイネージ・ネオンサイン (自社工場制作 ) UVダイレクト印刷

小間NO. 出展社名

15 河村株式会社
バナー (ターポリン/クロス) 印刷、 パネル加工、 マグネットシート加工のPR

16 株式会社フジタ
年間20万枚の室名札を製造販売しています。 おそらく日本で一番室名札作ってます

17 ヨシダ宣伝株式会社
実績写真・動画・サンプルの他、イカキングの運搬 ~設置のメイキング動画を初公開 !!

18 協和電工株式会社
直管 LED 「DELライトⅢ」を初め豊富な LEDモジュールのラインナップやレンズ
モジュール等実機を見て光を実際に感じてください

19 日本製図器工業株式会社
ArtiosCAD・Kongsberg C・Durst P5・Re-board

20 株式会社ファースト
名古屋のサイン・ディスプレイ、 デジタルサイネージ筐体メーカーのファーストです

21 株式会社ユーボン
CNC ルーター及びチャンネルベンダーを使用したチャンネル文字製作・切文字製作

22 株式会社ドローンショー
ドローンの自動運転技術を使用した点検の紹介と、 手動操縦を使用した点検のデモ

小間NO. 団体・組合

23 一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会
日広連取扱い損害保険及び屋外広告物総合保険制度 (シルバー・ゴールド･プラチナ)のご案内

24 石川県屋外広告業協同組合
組合事業のPR、 第65回日広連全国大会 in 北陸・石川2023 PR

自治体

金沢市
特定屋内広告物の規制、 のぼり旗の掲出基準について

石川県
第35回いしかわ広告景観賞 受賞作品展示


