
出展サポートプログラム申込書 

出展社名 担当者名 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

所属 E-mail 

No. サポートプログラム 申込内容 申込数 金額（税込） 

9 プライベートカンファレンス □申込みます 

【会場タイプ（    ） ／16日/17日/18日を希望】 

10 オープンステージプレゼンテーション □申込みます（3単位まで）【16日/17日/18日を希望】 

11 ワークショップ □申込みます（3単位まで）【16日/17日/18日を希望】 

12 新製品発表記者会見 □申込みます【□13:00 □14:00 □15:00 を希望】 

13 スイートルーム/専用商談室 □申込みます 【会場タイプ（        ）を希望】 

14 専用ストックスペース □申込みます 

15 コンコースバナー □申込みます  

16 柱巻き看板広告 □申込みます 【タイプ1 / タイプ2 を希望】 

17 エスカレーター上部バナー □申込みます 【タイプ1 / タイプ2 を希望】 

18 クイーンズ橋街路灯フラッグ □申込みます(12本１組） 

19 ネーム入りネックストラップ/ 

来場者バッジロゴ印刷 

□申込みます（           本） 

【タイプ1 / タイプ2 / 両方 を希望】 

20 ロゴ入りエコバッグ □申込みます（           単位） 

21 会場案内図＆会場入口案内掲示板 □申込みます  【タイプ1 / タイプ2 を希望】 

22 展示会場内ラウンジ プロモーション □申込みます 

23 出展社協賛企画【スタンプラリー】 □申込みます 

24 来場案内発送代行サービス □申込みます 

25 来場案内DMへの広告同封サービス □申込みます 

26 公式ホームページバナー □申込みます【タイプ1 / タイプ2 / タイプ3 を希望】 

27 メール配信 

「ET/ IoT Technology Mail News」 

での出展社広告配信 

□申込みます（               を希望） 

※ご要望等がございましたらご記入ください。 

以下にご記入いただき、ＦＡＸにて事務局までお送りください。（ＦＡＸ：03-5657-0645）               

FAX：03-5657-0645 

Embedded Technology 事務局 

IoT Technology 事務局 

（株式会社JTBコミュニケーションデザイン内） 

Tel： 03-5657-0756  Fax： 03-5657-0645   

E-mail： etexhibit@jtbcom.co.jp    

尚、お申込み後、キャンセルをした場合はキャンセル料金の対象となりますので、予めご了承ください。 



出展サポートプログラムのご案内 

Embedded Technology 事務局  

IoT Technology 事務局 
（株式会社JTBコミュニケーションデザイン内） 

 

Tel： 03-5657-0756  Fax： 03-5657-0645 

E-mail： etexhibit@jtbcom.co.jp 

      

＜お問合わせ先＞ 
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出展サポートプログラムのご案内 

事務局では、皆様のご出展をサポートするプログラムを各種用意いたします。 

ご出展をご検討いただくにあたり、本案内が皆様の一助となれば幸いです。 

ご出展の機会に是非ご活用くださいますようお願い申し上げます。 

※ ご提供するプログラムへの申込みは、ET2016/IoT Technology2016出展企業/   

    団体に限ります。 

※ プログラム申込みは全て先着順となります。予めご了承ください。 

【有料プログラム】 

【無料プログラム】 
1．来場案内セット/ポスターの配布 

2．ET2016/IoT Technology2016公式ホームページへの出展社情報掲載 

3．特別招待者プログラム 

4．出展社専用Webサイト 

5．新規出展社のET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの紹介 

6．ET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの出展社プレスリリース掲載及び 

     プレスルームへの資料設置 

7．来場者プレゼント協賛 

8．ET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの新製品/自社小間内プレゼンテーション/ 

     デモ紹介  

■プレゼンテーション 

9．プライベートカンファレンス 

10．オープンステージプレゼンテーション 

11．ワークショップ 

12．新製品発表記者会見 

■会場内特設部屋/スペース 

13．スイートルーム/専用商談室 

14．専用ストックスペース 

■会場内広告/誘導サイン他 

15．コンコースバナー 

16．柱巻き看板広告 

17．エスカレーター上部バナー 

18．クイーンズ橋街路灯フラッグ 

19．ネーム入りネックストラップ/来場者バッジロゴ印刷 

20．ロゴ入りエコバッグ 

■印刷物による広告 

21．会場案内図広告＆会場入口案内掲示板 

22．展示会場内ラウンジ プロモーション  

23．スタンプラリー 

■事前プロモーション 

24．来場案内発送代行サービス 

25．来場案内DMへの広告同封サービス 

26． ET2016/IoT Technology2016 

        公式ホームページバナー 

27．メール配信「ET/IoT Technology Mail News」 

   での出展社広告配信 
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1．来場案内セット／ポスターの配布 

  ●来場案内セット／ポスターを必要枚数分無料でご提供いたします。 

    ・来場案内セット：来場案内（1部） / 展示会無料招待券（2枚） 

    ・配布時期： 2016年10月上旬予定 

 

2． ET2016/IoT Technology2016公式ホームページへの出展社情報掲載 

  ● ET2016/IoT Technology2016公式ホームページ（http://www.jasa.or.jp/expo/) 

    に出展社情報を掲載いたします。 

    ・ホームページ掲載用原稿締め切り：2016年9月上旬予定 

 

3．特別招待者プログラム 

  ●重要顧客をご招待するための、専用招待券を配布いたします。 

    ・特別招待者は小間数により10名～50名まで登録可能です。 

    ・社名、氏名を印字した「特別招待者バッジ」を事前に発行いたします。 

    （特別招待者登録はご本人様が行い、バッジはご本人様宛てにお送りいたします。） 

    ［特別招待者特典（予定）］ 

     特別招待者限定の特別招待者ラウンジのご利用 

   

4．出展社専用Webサイト 

  ●事務局からのご案内の確認、各種データのダウンロード、必要書類の提出等が 

   可能な出展社専用Webサイトを開設いたします。 

  

5．新規出展社のET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの紹介 

  ●Embedded Technology/IoT Technology に、初めてご出展いただく出展社様には、 

    公式ホームページに新規出展社としてご紹介いたします。 

    ・出展確定後、掲載原稿をご記載いただき、ご提出いただいた時点から、  

     ET2016/IoT Technology2016の会期終了まで 掲載いたします。 

 

6． ET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの出展社プレスリリース掲載 ／ 
      プレスルームへの資料設置 
    ●出展社のプレスリリースをET2016/IoT Technology2016公式ホームページ「プレスの皆様へ」 
       のページにてご紹介させていただきます。 
       （修正やアップデートも可能です。ただし、組込み / IoTに関する記事に限ります。） 
          ・掲載期間：9月(予定)～会期終了後 
 

【無料プログラム】 

http://www.jasa.or.jp/expo/
http://www.jasa.or.jp/expo/
http://www.jasa.or.jp/expo/


7．来場者プレゼント協賛 
  ●景品（ボールペン・携帯ストラップ等）をご提供ください｡ 
   来場者がご登録される際、来場者プレゼントとしてお渡しいたします｡ 
   ｢1日○○名限定｣としてご提供いただくことも可能です｡ 
 
  ●料金： なし（現物支給） 

8 ． ET2016/IoT Technology2016公式ホームページでの新製品/自社小間内 

       プレゼンテーション/デモ紹介     

   ET2016/IoT Technology2016で発表する新製品や、自社小間内で実施するプレゼン/ 

     デモ実施の情報を公式ホームページで紹介いたします。 

  ※プレゼン/デモ実施については日程・時間別で掲載させていただきます。 

  会期前に来場者に向けて情報告知が出来ますので、ブースへの来場者数アップに 

  ご利用ください。  

  

 

 

公式ホームページ内で 
ご紹介！ 
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9.プライベートカンファレンス 

  ●パシフィコ横浜会議センター、およびアネックスホールにて、独自のセミナーを 

     1日単位で開催することが可能です。 

    ・お申込みは先着順となります。 

    ・料金には室料、会議テーブル、椅子、マイク（規定本数）、スクリーン、演台などが含 

     まれます。 

    ・スクール形式で約60席～250席程度まで、さまざまなタイプの部屋が選択可能です。 

    ・お申込み時にご希望の開催日を選択いただきますが、申込先着順のため主催者側 

     にて調整させていただく場合もございますので、予め、ご了承ください。 

    ・事務局でも来場動員を行ってまいりますが、カンファレンスの成功には、自社のプロ 

     モーションが不可欠です。積極的な来場動員をお願いいたします。 

 
  ●料金表 （セミナー/プレゼンテーション利用） 
 

◇基本料金に含まれるサービス◇ 

  ・基本時間： 9:00-17:00（時間延長は別途有料となります。） 

  ・基本機材： 有線マイク4本、無線（ピン）2本、スクリーン、レーザポインタ、 机、椅子、講演台 

  ・公式ホームページでのご紹介/メール配信「ET/IoT Technology Mail News」でのご紹介/ 

     来場案内への掲載 

  ・会場案内看板での表示 
 

◇追加オプション（※別途有料）◇ 

  ・プロジェクタ一式（本体＋映写台＋ケーブル）   

  ・各追加設備／機材（司会台、手元灯、有線／無線マイク、パテーション等） 

   ※金額等詳細は事務局までお問合わせください。 

  ・事前登録受付システムをご提供するサービスもございます。詳細は事務局まで 

   お問い合わせください。 

【有料プログラム】 

※ S：スクール形式／T：シアター形式 

会議センター503 

588㎡ 会議センター303+304 701,500円  S256/T506 ② 

会議センター301+302 773,500円  S256/T644 670㎡ ① 

部屋例 料金（税込） 会場レイアウト 面積 
会場 
タイプ 

152㎡ 

225㎡ 

294㎡ 

335㎡ 

会議センター313+314 または311+312 208,800円  S72/T144 

⑥ アネックスホールF202～6 の内1室 270,500円  S96/T176 

⑤ 会議センター303 または 304 350,700円  S112/T230 

④ 会議センター301 または 302 386,800円  S158/T303 

③ 500㎡ 621,300円  S208/T442 

⑦ 

261,300円 

261,300円 

※参考 
プロジェクター費（税込） 

111,100円 

119,000円 

119,000円 

119,000円 

261,300円 
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10.オープンステージプレゼンテーション 【展示ホール内】 
  ●展示ホール内の特設ステージにて、出展社プレゼンテーションを行うことが可能です。 
   新規顧客の獲得を目指す出展社様、または自社ブース内でプレゼンテーションを行う 
   スペースを十分に確保できない出展社様に最適です。ご希望の日程をお申込みください。 

    ・お申込みは先着順となります。 

    ・１ステージ20分を1単位とし、1社につき3単位までお申込み可能です。 

    ・会場はシアター形式にて約40席をご用意いたします。 

    ・プロジェクタ、スクリーン、マイク等の機材を用意いたしますので、当日はパソコンを 

     お持込みいただくだけでプレゼンテーションが可能となります。 

    ・プログラム、講演内容については、公式ホームページ、 

     来場案内等でご紹介させていただきます。 

    ・事務局でも来場動員を行ってまいりますが、 

     自社のプロモーションが不可欠です。出展社様 

     からの積極的な来場動員をお願いいたします。 

    ・時間割は出展説明会（8月26日）にて抽選を行い 

     決定いたします。 

 

     ※尚、抽選会後のキャンセルはキャンセル料の 

       対象となりますので、予めご了承ねがいます。 

    

  ●料金： 1単位 43,200円（税込） 

 

 

11．ワークショップ 【展示ホール内】   
  ●展示ホール内に会場を設置いたします。スペースを壁面で囲いますので、クローズドの 

     状態でのプレゼンテーションが可能です。  

    ・お申込みは先着順となります。 

    ・1ステージ45分を1単位とし、1社につき3単位までお申込み可能です。 

    ・会場はスクール形式にて約30席をご用意いたします。 

    ・プロジェクタ、スクリーン、マイク等の機材を用意いたしますので、当日はパソコンを 
     お持込みいただくだけでプレゼンテーションが可能です。      

    ・プログラム、講演内容については、公式ホームページ、来場案内等でご紹介させて 

     いただきます。 

    ・事務局でも来場動員を行ってまいりますが、ワークショップの成功には自社のプロモーションが 

     重要です。積極的な来場動員のご協力をお願いいたします。 

    ・時間割は出展説明会（8月26日）にて抽選を行い決定いたします。 

    ・会場は、壁面で囲いますが天井はありません。 

     展示会場内の音を完全に遮蔽することはでき 

     ませんので予めご了承ください。 

 

     ※尚、抽選会後のキャンセルはキャンセル料の 

       対象となりますので、予めご了承ねがいます。 

     

  ●料金： 1単位 64,800円（税込） 

※写真はET/IoTTechnology2015の会場 

※写真はET/IoTTechnology2015の会場 
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12．新製品発表記者会見  

  ●報道関係者を対象にした新製品発表の会場をご提供いたします。 

 原則として記者発表会の日程は会期初日11月16日（水）となります。 

    ・45分を1単位として、3単位の枠をご用意いたします。 

     11/16（水） 13：00～13：45 / 14：00～14：45 / 15：00～15：45 

    ・会場はスクール形式にて約30席をご用意いたします。 

    ・プロジェクタ、スクリーン、マイク等の機材を用意いたしますので、当日はパソコンを 

     お持込みいただくだけでプレゼンテーションが可能です。 

          ・会期直前のプレスへのご案内の際、事務局から記者会見のご案内と一緒にプレス 
     リリースをお送りいたします。 

    ・業界プレスへの告知等は事務局でも行いますが、自社の積極的なプレス告知が 

     重要となりますので、ご協力をお願いいたします 

       

  ●料金： 1枠  64,800円（税込） 

 

13．スイートルーム/専用商談室 
  ●展示会場、中2階に出展社専用ルームをご用意いたします。 
   重要顧客との商談、開発中の製品デモ、関係者控室、ストックスペース等にご利用ください。 
    ・搬入日を含め11月14日（月）～11月18日（金）の計5日間のご利用が可能です。 
    ・料金には室料、部屋に常設された会議テーブルと椅子（定数）が付属いたします。 
    ・その他備品に関しましては、各出展社様にてご用意ください。 
    ・部屋数には限りがございますので、お申込みは先着順となります。 
    ・部屋の場所は、事務局にて決定いたしますので、希望部屋タイプをご指定ください。 
 
  ●料金表  

 
 

希望 
部屋タイプ 

部屋面積（㎡） 利用時間 
料金 

（税込） 

常設備品 

イス 机 

① 80～90（2部屋構成） 

9：00～18：00 

216,000円  20 8 

② 60～70 172,800円  10 4 

③ 30～40 129,600円  10 4 

 ※①の部屋は、2部屋に分割されております。 
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15．コンコースバナー  

  ●1階コンコースの天井吊りバナーに広告スペースをご用意いたします。 

   ・基本的に、出展ブースが所属するゾーン（A～F）への掲載となります。 

   ・広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

   ・広告スペース  W1.8ｍ×H0.9ｍ （1ゾーンにつき1枠募集×6ゾーン） 

     

  ●料金：  129,600円（税込） 

 

 ※バナーを複数枠ご希望の場合は、 

   事務局までお問合せください。 

コンコースバナ－イメージ 

14．専用ストックスペース 
  ●会期中、会場内にストックスペースを設置いたします。 
        荷物の整理や一時保管場所など様々な用途にご活用ください。 
        （商談、展示等の意図でのご利用は出来ません） 
 
        ※ご利用時間帯の鍵の管理、および盗難等の防犯面は、 
        出展社様の管理下となりますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。 
 
        形状 ： 間口1.5ｍ × 奥行き3ｍ × 高さ2.7ｍ ＝ 4.5㎡ 
        仕様 ： スチールラック １台 
        ドア鍵つき  ※天井オープン 
 
  ●料金： 54,000円（税込） 
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17．エスカレーター上部バナー   

  ●2階コンコースの天井吊りバナーに広告スペースをご用意いたします。 

      ・広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

   ・広告スペース W1.1ｍ×H2.1ｍ （エスカレーター1ヶ所につき2枠募集×4ヶ所） 

    ※上段吊り（タイプ1）／下段吊り（タイプ2） 

  ●料金：両面１枠   162,000円（税込） 

 

  

16．柱巻き看板広告 

  ●展示ホール1階コンコースの誘導看板に広告スペースをご用意いたします。 

    ・誘導看板本体 幅1.5ｍ×高さ2.7ｍ 

    ・広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

    ・お申込みは先着順といたします。 

    ・複数枠のお申込みも受付けます。 

 

 ※タイプを2種類からお選びいただけます。 

  タイプ1 ：広告スペース 幅1.3ｍ×高さ2.1ｍ 

  タイプ2 ：広告スペース 幅1.3ｍ×高さ1ｍ + A4縦サイズカタログポケット×4台 

 

  ●料金： 1枠 162,000円（税込） 

 

 

写真はイメージです 

タイプ１ 

タイプ２ 

＜広告掲載場所＞ 

上部バナーイメージ 

掲載場所 掲載場所 掲載場所 掲載場所 

広告 

スペース 

誘導看板 

タイプ１ タイプ２ 

広告 

スペース 

誘導看板 

カタログポケット 
×4 
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18．クイーンズ橋街路灯フラッグ 

  ●クイーンズスクエアからパシフィコ横浜に通じるクイーンズ橋の両サイドの街路灯に 
   フラッグ広告スペースをご用意いたします。 
    
   ・広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 
   ・広告スペース W375ｍｍ×H250ｍｍ又はW400ｍｍ×H230ｍｍ以内のサイズ 
    （街路灯片側12本1組、計2組） 
   ※広告データは横浜市による事前審査がございます。 
     
  ●料金：フラッグ12本1組 259,200円（税込） 
 

  

 

 

フラッグイメージ 

＜広告掲載場所＞ 

会議センター 

国立大
ホール 

ヨコハマグランド          
インターコンチネンタルホテル 

展示ホール 

アネックスホール 

クイーンズ橋 

広告掲載位置 
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写真はイメージです 

写真はイメージです 

写真はイメージです 

19．ネーム入りネックストラップ／来場者バッジロゴ印刷 

  タイプ1. ネーム入りネックストラップ 

  ●来場者バッジのネックストラップに貴社ロゴ・社名を入れ登録時に 

    配布いたします。 

   ・10,000本を1単位とし、3単位で申込みを締切らせていただきます。 
   ・お申込みは先着順となります。 

     

  ●料金： 1単位（10,000本） 2,160,000円（税込）   
  タイプ2. 来場者バッジロゴ印刷 

  ●来場者バッジ自体にご希望のロゴを印刷いたします。  

    お申込は先着順となります。  

 

   ●料金：1単位（10,000枚） 540,000円（税込） 

 

   ※1社限定となります。 
   ※2単位（20,000本/枚）、または3単位（30,000本/枚）を 
          一括での発注をお申込みの場合は、事前に事務局へご連絡ください。 
  

20．ロゴ入りエコバッグ  

  ●展示会登録所で配布するエコバッグ（A4）にご希望のロゴを 

    印刷いたします。 

     ・一色印刷（片面） 

  ●料金： 1単位  （5,000枚）864,000円（税込） 

 

 

 
 
 

 

 

ロゴ 
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21．会場案内図＆会場入口案内掲示板 広告 

  ●開催当日に来場者へ配布する会場案内図に広告スペース＆会期中会場入口（6箇所）に 

    掲示する案内掲示板広告スペースをご用意いたします。 

    － 配置箇所：主催者にて決定 

    － 広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

      ※データ作成も承ります。 

    － スペースに限りがございますので、お申込みは先着順となります。 

 

   ・会場案内図 

     － 仕様：A4サイズ冊子（4色刷り予定） 

       印刷部数：30,000部（予定） 

 

   ・会場入口案内掲示板 

      － 仕様：掲示板の規格に合わせて制作します。 

      － 配置箇所：入口 6箇所 

   

 

 

  〔タイプ1. ロゴサイズ広告〕 

    広告枠をご用意いたします。 

    企業ロゴなどの掲出に適しています。 

   ●料金： 1枠  75,600円（税込）  

 

  〔タイプ2. 製品紹介広告〕 

    広告枠をご用意いたします。 

    企業ロゴと合わせてブース内で展示する製品の紹介などが可能です。 

      

   ●料金： 1枠  108,000円（税込） 

 

     

出展社名 
ブースNO 

製品・企業PR文掲載枠 

タイプ2 掲載イメージ（例） 

会場入口（6箇所） 

案内掲示板 

製品写真 

タイプ2 

タイプ1 
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23．出展社 協賛企画 【スタンプラリー】 

  ●事務局では出展社ブースへ来場促進の一環としてスタンプラリーを企画します。 

    本企画は、来場者が多くの出展ブースへ立ち寄り、ブース内で商談することで、 

    新たなビジネス創出（商談）を増やすことを目的としております。 

    ・来場者全員にスタンプラリー台紙を配布します。  

     

  ●料金： 1枠  54,000円（税込） 

  

    

 

 

 

※協賛企画【スタンプラリー】実施について 

    一定数の協賛企業が集まらなかった場合は、 

    催行中止とさせていただきますので予めご了承ねがいます。 

  

 

 

ロゴ 
 

  

 台紙イメージ 

卓上POPイメージ 

会場案内図 

カタログポケット 

カタログPRコーナー イメージ  

22．展示会場内ラウンジ プロモーション  

  ●会場内ラウンジ（2箇所）での【カタログPRコーナー】【卓上POP】をご用意します。 

    －広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

    －スペースに限りがあるため、お申込みは先着順といたします。 

 

    ・カタログポケット  サイズ：A4 縦  

               1セット：500部まで  

                 

    ・卓上POP  

     －サイズ：高さ約130mm ×幅 約100mm（予定） 

     

  ●料金： 1枠  97,200円（税込） 

  

広告スペース 
※裏面もあります 

 掲載イメージ 

ブースNo. 
 

ロゴ 
ブー
スNo. 

ロゴ 
ブース
No. 

ロゴ 
ブース
No. ロゴ 

ブース
No. 

ロゴ 
ブー
スNo. 

ロゴ 
ブー
スNo. 
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同封イメージ 

24．来場案内発送代行サービス  

  ●封入から発送まで、事務局にて来場案内送付作業を代行いたします。 

    ・個人情報をご提供いただく必要がございます。 

    ・A4 1枚までのチラシを同封することが可能です。 

     ●料金： 1件 90円（郵送費込み） 

           ・いただいたデータ件数にて実数計算し、ご請求いたします。 

 

 

25．来場案内DMへの広告同封サービス  

  ●主催者より発送する来場案内DM（過去のET来場者含む 約2万件）の中に、 

      出展社広告を同封して送付いたします。 

    ・A4サイズ3ツ折り状態の広告を、2万部をご用意ください。 

    ・お申込みは先着順（2社限定）とさせていただきます。 

  ●料金： 1枠  540,000円（税込） （2社限定） 
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  タイプ2. 個別ページバナー広告 

    TOP・サブメニューページ以外のページに1箇所 

    ・ロゴ・広告内容は出展社が、完全データで準備するものといたします。 

 ファイル形式： GIF、アニメーションGIF  

 ファイル容量： 20KBまで 

 バナーサイズ： 180 X 180 pixel 

 アニメーション入替時間： 15秒程度 

      ※1ページにつき1社までの掲載。 

  ●料金：1枠 54,000円（税込） 

   （1ページの掲載につき） 

 

   タイプ3. 個別ページテキスト広告 

    各ページ（TOP・サブメニューページ以外）の 

    上部に、「組込みトピック（仮）」と称して 

    テキスト広告の掲載をいたします。 

    ・1行45文字程度の文言支給。（内容の後日変更も可能です） 

    ・1ページにつき2社までの掲載。 

 

     ●料金： 1枠  32,400円（税込）※1ページの掲載につき 

 

26． ET2016/IoT Technology2016公式ホームページバナー 

    公式ホームページにバナー広告スペースを用意いたします。 

    ホームページへの継続的な露出により、高い訴求効果が期待されます。 

  ※掲載枠には制限がありますので、先着順とさせていただきます。 

 

  タイプ1.TOPページバナー 広告 

  TOPも含め、全てのページにバナーを貼り付けます。 

    ・ 以下のデータにてご用意ください。 

 ファイル形式： GIF、アニメーションGIF  

         ファイル容量： 15KBまで 

         バナーサイズ： 120 X 55 pixel 

      アニメーション入替時間： 15秒程度 

    ・データ受領後、展示会会期終了までの期間、 

     掲載させていただきます。 
 
  ●料金： 1枠 129,600円（税込） 

 

   掲載イメージ 

広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 



以上、貴社出展プロモーションのツールとして是非ご検討ください。 
ご不明点がございましたら事務局までお問い合わせください。 
 
お申込みの際は、最終ページの「出展サポートプログラム申込書」をお送りください。 
すべてのプログラムは受付数に制限があり、お申込みは先着順とさせていただきます。 
既に申込定数に達していた場合は、事務局よりご連絡させていただきます。 

27．メール配信「ET/IoT Technology Mail News」 

    での出展社広告配信 

  ●ET2016/IoT Technology2016に関心をお持ちいただいている組込み/ IoT業界の方に、 

   出展情報や最新の製品情報を発信できるテキスト広告です。 

   ET/IoT Technology Mail Newsが配信されている、当該分野に関心の高い 

     約75,000名の業界プロフェッショナルへの訴求に効果的です。 

    ・広告配信メールのトップにある「ヘッダ広告」と「センター広告」の2種類を設定します。 

    ・会期1ヶ月前から会期直前までの期間でご希望を伺い、配信日を決定いたします。 

     （状況によっては調整をお願いする場合もございます。） 

    ・原稿入稿の際は、テキストのデータをご準備ください。 

    ・広告の掲載内容がふさわしくないと主催者が判断した場合は、 

     掲載をお断りさせていただく場合がございます。 

    ・掲載文字数：1回につき全角、1行35文字×8行 

    ・配信スケジュールについては、事務局までお問合せください。 
 

  ●料金（配信1回）：  ヘッダ広告     129,600円（税込） 

                  センター広告    64,800円（税込） 

          

 

 

イメージです 

ヘッダ広告 

センター広告
① 

センター広告
② 

－16 － 




