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・出展者セミナー ・プライベートカンファレンス

出展効果の最大化！まとめてお得

“オフィシャルスポンサープラン”
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オフィシャルスポンサープラン

昨年大好評を頂いた、まとめてお得なスポンサープランです！

項番 スポンサー 募集数 提供価格合計
スポンサー

特別販売価格

SP-1 プラチナ 1 400万円 350万円

SP-2 ゴールド 2 120万円 90万円

SP-3 シルバー 3 80万円 60万円

SP-4 ブロンズ 5 40万円 30万円

▶ 提供価格合計になるよう好きなプランを組み合わせるだけ！

・同価格帯から複数選択可

・各プラン提供数に限りがあります（先着順） ※場合によっては、ご希望のプランが選択できない場合もございます

▶ スポンサー毎に公式HP上等で紹介いたします

（税抜）

Official Sponsor



オフィシャルスポンサー

通常価格 プラン内容 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

非販売 招待講演枠 （日時等は事務局にて決定 300名規模） ●

200万 ネックストラップ 1単位：10,000本 ○

100万 ・ロゴ入りecoバッグ 1単位：5,000枚 ○ 〇

50万 ・バルーン広告 サイコロ3m×3m ○ 〇

それぞれ
30万

・来場案内DM同梱 A4サイズ3つ折り1万部

・Official Show Guide ½頁広告 (20,000部配布)

・クイーンズ橋フラッグ 10本

○ 〇 〇

それぞれ
20万

・Official Show Guide ¼頁広告 (20,000部配布)

・コンコースバナー 両面1枠

・エスカレーター上部バナー 両面1枠

・会場床面MAP広告 広告1枠

○ ○ ○ ○

それぞれ
15万

・出展社専用商談室 展示ホール中2階

・出展社セミナー 1枠45分、個人情報提供無し
○ ○ ○ ○

それぞれ
10万

・事務局配信メルマガ センター広告

・ストックルーム 展示会場内4.5㎡
○ ○ ○ ○

提供価格合計 (税別) 400万 120万 80万 40万

特別販売価格 (税別) 350万 90万 60万 30万

●＝各スポンサー特典（提供価格合計には含まれません）

○＝提供価格合計になるよう好きなプランを選択してください。

（同価格帯から複数選択可）
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Official Sponsor
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補足｜オフィシャルスポンサー 組み合わせおすすめ①

▼ ゴールドスポンサープラン例

・クイーンズ橋フラッグ 20本 30万円×2

・コンコースバナー 1枠 20万円

・エスカレーター上部バナー2枠 20万円×2枠

展示会場に向かう導線に自社ロゴを掲出し、ブースへの誘導を強化！！

提供価格合計 120万円 特別販売価格 90万円

コンコースバナ－イメージ

広告スペース

広告スペース

上段

下段

バナーイメージ

Official Sponsor
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補足｜オフィシャルスポンサー 組み合わせおすすめ➁

▼ シルバースポンサープラン例

・来場案内DM同梱 10,000部 30万円

・出展社セミナー(個人情報提供無し) 1枠 15万円

・出展社専用商談室 1部屋 15万円

・事務局配信メルマガ 10万円

・ストックルーム 1枠 10万円

出展社セミナーで見込み客を獲得し、効率的な商談へ！！

提供価格合計 80万円 特別販売価格 60万円

Official Sponsor
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個別サポートプログラム詳細のご案内

※各プログラムは従来通り個別申込みも可

※複数申し込まれる場合は、スポンサーシッププログラムがお得です
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出展社専用商談室

募集 ：10部屋

期間 ：搬入初日(月)午後 ～ 最終日(金)の計5日間

料金 ：タイプA 20万円(税別) / 5日間

タイプB 15万円(税別) / 5日間

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

展示会場、中2階に出展社専用ルームをご用意！

重要顧客との商談、関係者控室、ストックスペース等にご利用ください。

●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。

●その他必要備品は、各出展社様にてご用意ください。

●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。

部屋タイプ 部屋面積（㎡） 利用時間
料金

（税別）

常設備品

イス 机

A 80～90（2部屋構成） 9:00～
18:00

20万円 20 8

B 35～60（1部屋構成） 15万円 10 4

専用商談室（一例）

※各部屋レイアウト異なります。

Exhibition Support
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ストックルーム

募集 ：20社

料金 ：10万円(税別)

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

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

もう荷物の一時保管場所には困らない！！

荷物の整理や一時保管場所としてご利用いただき、ブースのスペースを有効活用

●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。

●商談、展示等の目的ではご利用いただけません。

●2つ連結・鍵1つなどイレギュラーは事務局までご相談ください。

Exhibition Support
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出展社セミナー

募集 ：16枠 ★1枠＝45分間

料金 ：15万円(税別) ※事前登録者データ提供なし

35万円(税別) ※事前登録者データ提供あり

場所 ：展示ホール内 特設会場A・B 各T100

機材 ：有線マイク2本、プロジェクタ、スクリーン、講演台

※上記以外の備品の追加は有料となります。会場位置は調整中です。

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

展示ホール内の特設セミナースペースをご用意！

事前予約して聴講しに来る意欲の高い来場者と出会えます！！

●いずれも事前登録あり。

●提供する事前登録者データ：登録者の氏名、所属、住所、電話番号、メールアドレス、当日聴講の有無 ※納品は会期後約1週間かかります。

●事前登録データ提供なしの場合、当日の個人情報の取得（名刺・アンケート）は不可。

●プログラム、講演内容については、公式ホームページ、招待状等でご紹介させていただきます。

展示ホール[E204] 11/14 11/15 11/16 展示会場内特設会場 11/14 11/15 11/16

S50/T80 (水) (木) (金) T100 (水) (木) (金)

11:00~11:45 ○ ○ ○ 11:00~11:45 ○ ○ ○

13:00~13:45 ○ ○ ○ 13:00~13:45 ○ ○ ○

14:00~14:45 ○ ○ ○ 14:00~14:45 ○ ○ ○

15:00~15:45 ○ ○ ○ 15:00~15:45 ○ ○ ○

Conference Support

会期
1日目

会期
2日目

会期
3日目

展示ホール内 B会場 会期
2日目

展示ホール内 A会場

T100 T100
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プライベートカンファレンス

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

会議センター、アネックスホール、展示ホール2Fにて、

独自のセミナーを1日、または半日単位で開催することが可能

◇追加オプション（※有料）◇ いずれも上記基本料金に追加となります。

・プロジェクタ一式（本体＋映写台＋ケーブル） 一日利用：9万円 半日利用：7万円

・事前登録受付システム [利用料金] ①事前登録者データ提供なし： 10万円 ➁事前登録者データ提供あり：30万円

・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。

※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。

会場
タイプ

面積 レイアウト 一日料金 半日料金 部屋

A 225㎡ S96/T176 25万円 21万円 アネックスホールF202 

B 152㎡ S72/T144 21万円 18万円 会議センター313+314

C 88㎡ S36/T72 17万円 15万円 展示ホール2F会議室（E205）

時間：【一日利用】9：00～17：00

【半日利用】午前の部 9：00～12：45

午後の部 13：15～17：00

※ 準備および撤去の時間を含みます。

※ 時間延長は別途有料となります。（半日午前利用は時間延長できません。）

機材： 有線マイク2本、無線マイク2本、スクリーン、机、椅子、講演台

※上記以外の備品の追加は有料となります。

Conference Support
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会場床面MAP 広告

募集 ：最大4社 A～D枠（右図参照）

料金 ：20万円(税別)/ 1枠

数量 ：1社2枠まで

場所 ：展示ホール内

8か所の床面（次ページ参照）

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

展示ホール内各入口付近 8か所に設置する、会場MAP内の広告枠

大きく目に留まる広告で、来場者のブース呼び込みを促進！

●2枠お申込みの場合は、繋げて1つの広告としても

対応可能でございます。

Promotion Support

MAPサイズ：W3000×H1340

D

BA

C

※イメージ写真
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会場床面MAP 広告 1F展示ホール内 貼り付け位置（予定）

＜注意＞上記の図面は2018年のものであり、詳細なブース配置等は変更予定です。
また、上記貼り付け位置もレイアウトにより若干の変更がある可能性がございます。あらかじめご了承ください。

みなとみらい駅➤

AホールBホールCホールDホール
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来場案内DM同梱

募集 ：2社

料金 ：30万円/１単位

数量 ：1社2単位まで（1単位＝10,000部）

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

主催者より発送する来場案内DM（過去の来場者含む 約2万件）の中に、

出展社広告を同封して送付いたします。

出展者セミナー・プライベートカンファレンスとの組み合わせがオススメ！

●A４サイズ3つ折り状態の広告を指定場所まで納品願います。

●自社データベースにいない方に事前にアプローチ出来ます！

Promotion Support
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Official Show Guide 広告

募集 ：5社

料金 ：30万円(税別)/ ½頁広告

20万円(税別)/ ¼頁広告

数量 ：20,000部

場所 ：展示会会場入り口

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

会場案内図、出展社一覧、カンファレンスプログラム、

フェスタマップ、テーマゾーン特集、アワード受賞者特集等を

まとめたOfficial Show Guideの広告枠

●大多数の来場者が手に取るOfficial Show Guide

●持ち帰って社内回覧資料や保管用資料としても活用されています

写真はイメージです

¼頁広告

½頁広告

Promotion Support
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コンコースバナー

募集 ：6ヶ所

料金 ：20万円(税別) ／1ヶ所

場所 ：1階コンコース展示会場各入り口

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

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

来場者が必ず通る会場出入り口真上、

コンコースを通る来場者の目に必ず留まります！

●基本的に、出展ブースが所属するゾーンへの掲載となります。

●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） 両面

●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。

コンコースバナ－イメージ

広告スペース

広告スペース

Promotion Support
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エスカレーターバナー

募集 ：8ヶ所

料金 ：20万円(税別)／1ヶ所

場所 ：下記地図参照

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

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

カンファレンス会場や駅から会場にくる来場者の目に必ず留まります！

●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） 両面

●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。

上段

下段

バナーイメージ

＜広告掲載場所＞

掲載場所 掲載場所 掲載場所掲載場所

A(上・下)B(上・下)C(上・下)D(上・下)

ア
ネ
ッ
ク
ス

（
基
調
講
演
な
ど
）

駅

側

Promotion Support
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バルーン広告（サイコロ型）

募集 ：5社

料金 ：50万円（税別）

場所 ：自社ブース上部

対象 ：4小間以上の出展社のみ

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

自社ブース上部にバルーン広告を設置。遠くからでも視認性バッチリ！！

●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。

●詳細は事務局までお問合せください。

写真はイメージです

A-××
ET/IoTへ
ようこそ!!

Promotion Support
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クイーンズ橋街路灯フラッグ

募集 ：4単位

料金 ：30万円(税別) / 1単位

数量 ：1単位＝10枚

場所 ：① クイーンズモール橋

➁ プラザデッキB

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

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

●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 W400ｍｍ×H400ｍｍ以内のサイズ

●広告スペースにはホール名、小間番号を入れてください。

●広告データは横浜市による事前審査がございます。

写真はイメージです

①

➁

Promotion Support
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ロゴ入りecoバッグ（厚手）

募集 ：1社

料金 ：200万円（税別）/1単位

数量 ：2単位まで（1単位＝5,000枚）

場所 ：会場入口（予定）

印刷 ：１C （スミ1色想定）

その他：aiまたはepsデータ支給

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

登録所で配布するエコバッグ（A4）に貴社ロゴをプリント

●展示会ロゴもプリントされます。あらかじめご了承ください。

写真はイメージです

約５㎝

※拡大図

Promotion Support
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事務局配信メルマガセンター広告

募集 ：会期前10枠

会期後 2枠

料金 ：10万円(税別) / 枠

対象 ：ET / IoT Mail News 配信約80,000件

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

ET/IoT 分野に関心の高い約80,000名のプロフェッショナルへ訴求!!

出展情報や最新の製品情報を事前に来場対象者に告知

●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。）

●掲載文字数：1回につき全角、1行35文字×8行

●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。

センター広告

Promotion Support
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ロゴ/社名入りネックストラップ

募集 ：2社

料金 ：200万円（税別）/1単位

数量 ：1社2単位まで（1単位＝10,000本）

場所 ：登録所、バッジケース配布場所

サイン 制作物 その他会期前

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

来場者バッジのネックストラップに貴社ロゴ・社名を入れ配布

写真はイメージです

●展示会ロゴもプリントされます。あらかじめご了承ください。

●2社が10,000本ずつの場合、それぞれ単独で作成いたします。

●A社が20,000本、B社が10,000本の場合、10,000本についてはA・B社ロゴ併記。もう10,000本はA社のみ。

Promotion Support



申込用紙｜オフィシャルスポンサー、個別サポートプログラム

出展社名 担当者名

E-mail ＴＥＬ

□ プラチナ □ ゴールド □ シルバー □ ブロンズ

① スポンサープログラム ：ご希望のプログラムに☑の上、提供価格合計になるよう好きなプランを選択してください。（同価格帯から複数選択可）

➁ 個別サポートプログラム：ご希望のサポートプログラムを選択していただき、数量欄及び合計金額欄にご記入をお願いします。

＜備考欄＞ ※各プランの詳細、ご要望等がございましたらご記入ください。
＜合計金額＞

万円（税別）

※表示金額は税別

提供価格 400万

販売価格 350万

提供価格 120万

販売価格 90万

提供価格 80万

販売価格 60万

提供価格 40万

販売価格 30万

No. 項目名 販売価格 数量 No. 項目名 販売価格 数量

EX-01A 出展者専用商談室　タイプA ¥200,000 PR-01 来場案内DM同梱 ¥300,000

EX-01B 出展者専用商談室　タイプB ¥150,000 PR-02A Official Show Guide 広告 1/2頁 ¥300,000

EX-02 ストックルーム ¥100,000 PR-02B Official Show Guide 広告 1/4頁 ¥200,000

PR-03 コンコースバナー ¥200,000

CS-01A 出展者セミナー　事前登録者データ無し ¥150,000 PR-04 エスカレーターバナー ¥200,000

CS-01B 出展者セミナー　事前登録者データ有り ¥350,000 PR-05 バルーン広告（サイコロ型） ¥500,000

CS-02A-1 プライベートカンファレンス　会場Aタイプ　全日 ¥250,000 PR-06 クイーンズ橋街頭灯フラッグ ¥300,000

CS-02A-2 プライベートカンファレンス　会場Aタイプ　半日 ¥210,000 PR-07 ロゴ入りecoバッグ（厚手） ¥2,000,000

CS-02B-1 プライベートカンファレンス　会場Bタイプ　全日 ¥210,000 PR-08 事務局配信メルマガ　センター広告 ¥100,000

CS-02B-2 プライベートカンファレンス　会場Bタイプ　半日 ¥180,000 PR-09 ロゴ／社名入りネックストラップ ¥2,000,000

CS-02C-1 プライベートカンファレンス　会場Cタイプ　全日 ¥180,000 PR-10 会場内Footprints広告 ¥150,000

CS-02C-2 プライベートカンファレンス　会場Cタイプ　半日 ¥160,000

CS-02D-1 プライベートカンファレンス　会場Dタイプ　全日 ¥170,000

CS-02D-2 プライベートカンファレンス　会場Dタイプ　半日 ¥150,000

Exhibition Support

Conference Support

Promotion Support

※表示金額は税別

受付終了

¥200,0007
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会場床面MAP広告


