
世界唯一にして最大規模！ 
産学連携開催 電子回路関連産業展 
のせる つなぐ つくる そして ひろげる 
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エレクトロニクス産業への露出効果 
展示会公式サイトのトップページに全スポンサー企業のロゴを掲載しますので、国内外問わず 
髙い露出効果を得られます。プラチナスポンサーは電子デバイス産業新聞にインタビュー記事も掲載され、 
広報活動でのメディア露出等の効果は多大です。 
 

プロモーション支援 
約15万件の配信数の展示会公式メルマガへの企業名掲載など、プロモーション活動のサポートが受けられます。 
また、プラチナスポンサーは会期中に配付する会場フロアマップで小間位置が着色されますので、 
ブース来場見込み層へのインパクトが大です。 
 

知名度・「イメージ」をアップ 
全スポンサーを対象に、企業パネルを1枚掲載頂ける専用コーナをご提供します。 
また、プラチナ・ゴールド・シルバースポンサーは、レセプション会場内でスポンサー企業名を紹介することで、 
多くの方に貴社名を触れるような仕組みをご用意します。 

2016.6月1日(水)-3日(金) 

      東京ビッグサイト 東2-6ホール  
           www.jpcashow.com 

3つのスポンサーメリット 

     スポンサーシッププログラム 

 出展サポートプログラムのご案内 

電子機器トータルソリューション展では、展示会出展者を対象に、会期中だけでなく、
長期間に渡り、様々な特典が付与されるスポンサーシッププログラムと出展サポートプ
ログラムをご提案いたします。 

≪スポンサーシッププログラム≫ 

本展示会では、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズスポンサーシップパッケージをご用
意しております。展示会でのマーケティング効果を最大限に発揮するために是非、ご活用
ください。 

※各特典詳細については、次項をご参照ください。 

● 

スポンサーシップ基本特典 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

会場フロアマップのブース着色表示 〇 

電子デバイス産業新聞・インタビュー記事の掲載 〇 

会場フロアマップ広告 〇 〇 

基調講演会場内での企業ロゴの掲示 〇 〇 

展示会メルマガへ社名掲載 〇 〇 〇 

レセプション会場内で企業ロゴ掲載、社名紹介 〇 〇 〇 

公式HPへロゴ掲載 〇 〇 〇 〇 

スポンサー専用コーナでの企業紹介 〇 〇 〇 〇 

価格（税抜） 500,000円 200,000円 100,000円 50,000円 

スポンサーシップ特典 



  スポンサープログラム 

  会場フロアマップのブース着色表示 

フロアマップへの広告掲載に加え、プラチナスポンサー限定で、自社ブースを着色表示することで、小間位置を 
来場者にわかりやすくPRできます。注目度は抜群です。    ※着色表示のイメージは上のフロアマップ図をご参照ください。 

広告位置例 

着色表記例 

  会場フロアマップ広告 

会期中4万人近くの来場者に配付するフロアマップに広告を掲載することで、
来場者へのPR効果が高まります。 
        ≪広告仕様≫ H25mm×W60mm 
           ※完全データでご準備ください。 
           ※配置箇所については主催者にて調整します。   

 対象：プラチナ、ゴールド 

  電子デバイス産業新聞・インタビュー記事の掲載 

ラージエレクトロニクスショーの共催者である産業タイムズ社が発行する業界紙：電子バイス産業新聞にて 
インタビュー記事を掲載し、事前の露出・注目度を高めます。 

対象：プラチナ 

対象：プラチナ 

  基調講演会場内での企業ロゴの掲示 

のべ2,500名以上が聴講する基調講演会場にて 
貴社ロゴを掲載いたします。 

  展示会メルマガへ社名掲載 

 対象：プラチナ、ゴールド 

配信先約15万件のデータベースを活用し、展示会の見どころや各種セミナ― 
情報を掲載したメルマガに貴社名を毎号掲載して配信いたします。 
 

*メルマガサンプル 

 
スポンサー社名 

掲載枠 
 

 対象：プラチナ、ゴールド、シルバー 

*基調講演会場の様子 



  スポンサープログラム 

  レセプション会場内で企業ロゴ掲出、社名紹介 

*レセプション会場の様子 

対象：プラチナ・ゴールド・シルバー 

多数の業界VIPの方がご参加いただくレセプション会場にて貴社ロゴを 
掲出いたします。 

  公式サイトへロゴ掲載 

対象：プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズ 

ロ
ゴ 
掲
載
枠 

電子機器トータルソリューション展公式サイトの左側に掲示される 
企業広告です。展示会開催に向け、多数の出展者・来場者の目に触れる 
効果的な広告です。 

  スポンサー専用コーナでの企業紹介 

*スポンサーコーナ様子 

パネル設置位置 
*併せてチラシも設置可能 

対象：プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズ 

会場内にスポンサーコーナを設け、パネル・チラシ
を設置けます。自社ブース以外で、製品等のPR
をすることができ、自社へのブース誘導にも活用
いただけます。 

多数の特典をご利用いただき、露出機会を増やすことで 
展示会出展効果が何倍にも高まります。 

大変お得にご利用いただける本スポンサー制度を、是非ご活用ください。 

●広告仕様 
  －ファイル形式： GIF、アニメーション 
  －ファイル容量： 20KBまで 
  －バナーサイズ：  184px × 50px 
  －アニメーション： 入替時間5秒程度 
   ※完全データでご準備ください。 



  出展サポートプログラム～事前サポート～  【有料】 

  公式サイトバナー広告 

TOPページバナー 

料金： 120,000円（税別）／1枠 
・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 184px × 50px 
・アニメーション 入替時間5秒程度 
 ※完全データでご準備ください。 

全てのページにバナーを貼りつけ 

電子機器トータルソリューション展公式サイトに掲示されるバナー広告です。継続的な露出により、 
貴社ロゴや情報を繰り返し見てもらうことができ、効果的な認知効果が期待できます。 

個別ページバナー 
TOP・サブページ以外のページに1ヶ所掲載。
1ページにつき1社まで 

料金： 50,000円（税別）／1枠 
・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 184px × 184px 
・アニメーション 入替時間5秒程度 
 ※完全データでご準備ください。 
 

個別ページテキスト 
TOP・サブページ以外の各ページ上部に、
テキスト広告を掲載。 
1ページにつき2社までの掲載 

料金： 30,000円（税別）／1枠 

・形 式 1行45文字程度の文言支給。 
    （内容の後日変更も可能） 

料金： 50,000円（税別）／1枠 

メールマガジン中盤に広告を掲載。 
※1回の配信につき1社の掲載 

プログラム名 企業PR 
出展製品・ 
サービス紹介 

ブースへの誘導 

▼ 公式サイトバナー広告 

【1】TOPページバナー広告 〇 〇 － 

【2】個別ページバナー広告 〇 〇 － 

【3】個別ページテキスト広告 〇 〇 － 

▼ メールマガジンテキストバナー広告 

【1】ヘッダ広告 〇 〇 〇 

【2】センター広告 〇 〇 〇 



  出展サポートプログラム～事前サポート～  【有料】 

  メールマガジンテキストバナー広告 

電子機器トータルソリューション展の会期前・会期中に150,000件以上の過去来場者や出展企業に向けてメルマガを配
信します。配信メルマガ内に貴社のテキストバナーを入れ配信します。事前PRとして効果的です。 

 ヘッダ広告 

料金： 100,000円（税別）／1枠 

メールマガジン上部に広告を掲載。 
※1回の配信につき1社の掲載 

 センター広告 

料金： 50,000円（税別）／1枠 

メールマガジン中盤に広告を掲載。 
※1回の配信につき1社の掲載 

  出展サポートプログラム～当日サポート～  【有料】 

各プログラムの詳細は次項をご参照ください。 

 ≪広告仕様≫ 
   －和文 全角35文字×8行以内のテキストデータ（URL含む） 
   ※内容は当時展示会出展情報に限定します。また、必ず本文内に 
     出展会社名、小間番号を明記してください。  

プログラム名 企業PR 
出展製品・ 
サービス紹介 

ブースへの誘導 

▼ 展示会場広告 

【1】館内吊下げバナー 〇 〇 〇 

【2】北コンコース・動く歩道広告ボード 〇 〇 〇 

【3】ガレリア／展示会場内柱巻広告バナー 〇 〇 〇 

【4】登録所入口バナー広告 〇 〇 〇 

▼ 展示会公式印刷物広告 

【1】フロアレイアウト広告 〇 〇 〇 

【2】カンファレンスガイド広告（旧EXPONAVI） 〇 〇 〇 

▼ その他広告 

【1】ロゴ入り手提げバッグ 〇 － － 

【2】ラウンジカタログポケット 〇 － － 

▼商談室レンタル 



  出展サポートプログラム～当日サポート～  【有料】 

  展示会場内広告 

来場者の方に遠くからでも、各社ブース位置・会社名をアピールするのに最適です。 

 館内吊下げバナー 

料金： 300,000円（税別） 
展示館内の天井から貴社ブース上部に吊下げる広告です。 
（広告サイズ：H2700mm×W4000mm） 
※9小間以上の小間をお申込企業限定。 
※片面加工料金。両面加工を御希望の方は、別途ご相談ください。 

 動く歩道広告ボード 

料金： 100,000円（税別） 
アトリウムから東ホールへとつながる「コンコース・動く歩道」に設置する広告です。 
（広告サイズ：H1395mm×W845mm） 
※社名・ロゴ・キャッチコピー等、指定色可（特殊効果等は別途ご相談ください） 

 ガレリア／展示会場内柱巻広告ボード 

料金： 140,000円（税別） 
東ホール1階「ガレリア」または会場内の柱に設置する広告です。ホールを行き来
する来場者の目につく大型広告です。 
（広告サイズ：H2000mm×W3100mm） 
※社名・ロゴ・キャッチコピー等、指定色可（特殊効果等は別途ご相談ください） 

 登録所入口バナー広告 

料金： 300,000円（税別） 
登録所上部に設置する広告です。最初の来場登録する際に目にとまる大型広
告です。 
（広告サイズ：H4500mm×W5000mm） 
※社名・ロゴ・キャッチコピー等、指定色可（特殊効果等は別途ご相談ください） 

  展示会公式印刷物広告 

広告位置例 

 フロアレイアウト広告 

料金： 50,000円（税別）／1箇所 
   ●広告仕様  Ｈ25mm× Ｗ60mm  ※完全データでご準備ください。 

   ●配置箇所：主催者にて決定 ※右はイメージ図 

    ※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。 

B2カラー両面レイアウト40,000部（予定） 



 
印刷 
可能 
範囲 

 
 

  出展サポートプログラム～当日サポート～  【有料】 

  カンファレンスガイド広告 （旧 EXPO NAVI） 

区 分 
出展者 非出展者 

申 込 会 員 非会員 会 員 非会員 

カラー 

1頁 
早期 189,000円 224,000円 

320,000円 370,000円 
通常 270,000円 320,000円 

見開き2頁 
早期 336,000円 392,000円 

560,000円 640,000円 
通常 480,000円 560,000円 

特殊頁カラー 

表2 
早期 308,000円 

出展者のみ申し込み可 

通常 440,000円 

表2対向 
早期 245,000円 

通常 350,000円 

表3 
早期 245,000円 

通常 350,000円 

表3対向 
早期 220,000円 

通常 290,000円 

表4 
早期 364,000円 

通常 520,000円 

料金： 下記の表をご参照ください。 
来場者が手に取るカンファレンスガイド。A4判カラー約20ページの冊子40,000部（予定）に広告を掲載します。 
【注目度抜群】 

  【仕様】 

      －広告サイズ：天地260mm × 左右180mm 
      －カラー解像度400dpi 以上（カラー着色はCMYK 形式） 
      －Photoshop：Ver. 7.0以前のEPS 形式 
      －Illustrator：Ver. 9.0以前のアウトライン化保存データ 
        またはQuark：3.3／4.1保存完全データ 

            －掲載順 原則として申し込み順 

※ 表中の｢申込｣の欄にある｢早期｣｢通常｣とは、当展示会への出展
申込時期を示しています。 （早期：12/25、通常：2/12） 

※ 表中の｢会員｣とは、（一社）日本電子回路工業会、（一社）エ
レクトロニクス実装学会賛助会員、（一社）日本ロボット工業会正会
員・賛助法人会員、電子デバイス産業新聞年間購読法人、電線新聞
年間購読法人を示します。 

  その他広告 

 ロゴ入り手提げバッグ 

料金：700,000円（税別） 
   （１単位5,000枚） 

会場入口で貴社ロゴ入り手提げバッグ（A4）
を配布します。 

●仕様 
  －バッグサイズ：H350mm×W260mm 
  －印刷範囲  ：H280mm×W210mm内 
※ロゴはイラストレータで御支給ください。（1色印刷） 
※2色以上を御希望の場合は応相談。 

 カタログポケット 

料金：90,000円（税別）／1枠 
会場内にカタログPRコーナをご用意します。（資料は各
社にてご準備ください） 

●仕様 
  －カタログポケットサイズ：A4縦（1セット500部まで） 

  商談室レンタル 

会場案内図 

カタログポケット 

料金：3時間 50,000円（税別）／７時間 100,000円（税別） 
     ●部屋サイズ：68㎡～72㎡（会議用テーブル4台、椅子16脚含む） 
     ●料金は1日単位となります。 

出展者の便宜を図るため、会期中3日間、商談・会議や資料の準備、スタッフの休憩所等にご利用いただける 
商談室を有料で貸出をいたします。 



スポンサーシッププログラム・ 
出展サポートプログラム申込書 

出展者名 担当者名 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

所属 E-mail 

※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：03-3219-3628） 

FAX：03-3219-3628 

JPCA Show/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 
ラージエレクトロニクスショー/WIRE Japan show展示会運営事務局 

（株）ICSコンベンションデザイン内 

Tel： 03-3219-3641  Fax： 03-3219-3628   

E-mail： jpcashow@ics-inc.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。 

No. プログラム 申込内容 申込数 金額（税抜） 

① スポンサーシッププログラム 
□申込みます  
  【プラチナ ／ ゴールド ／ シルバー ／ブロンズ】 

－ ￥ 

② 出展サポートプログラム【有料サービス】 

-1 事前サポート 

  公式サイトバナー広告 
□申込みます  
  【TOP ／ 個別バナー ／ 個別テキスト】 

  ￥ 

  メールマガジンテキストバナー広告 □申込みます 【ヘッダ ／センター】   ￥ 

-2 当日サポート 

  展示会場広告 

  【1】館内吊下げバナー □申込みます   ￥ 

  【2】北コンコース・動く歩道広告ボード □申込みます   ￥ 

  
【3】ガレリア／展示会場内 
  柱巻広告バナー 

□申込みます   ￥ 

  【4】登録所入口バナー広告 □申込みます   ￥ 

  展示会公式印刷物広告 

  【1】フロアレイアウト広告 □申込みます   ￥ 

  
【2】カンファレンスガイド広告 
  （旧EXPONAVI） 

□申込みます  
  【希望掲載箇所：             】 

  ￥ 

  その他広告     ￥ 

  【1】ロゴ入り手提げバッグ □申込みます   ￥ 

  【2】ラウンジカタログポケット □申込みます   ￥ 

  商談室レンタル 
□申込みます 【7時間 ／ 3時間】 
  【希望日時：            】 

  ￥ 

申込締切： 
4月22日（金） 


