
有機デバイス総合展

電子機器トータルソリューション展では、ご出展者様を対象に、会期中だけでなく長期間に
亘ってご出展効果を高めるツールとして、出展サポートプログラムをご提案いたします。
社名 PR、出展製品・サービスの紹介や、ブース誘導にご活用ください。

1．事前サポート
プログラム名 価格（税別）

（1）公式サイト掲載広告

①TOPページバナー 120,000円
②個別ページバナー 50,000円
③個別ページテキスト 30,000円

（2）メールマガジン掲載広告
①ヘッダテキスト 100,000円
②センターテキスト 50,000円

2．当日サポート
プログラム名 価格（税別）

（1）展示会場広告

①会場入口床面広告 220,000円
②エスカレータ床面広告 220,000円
③館内吊下げバナー 300,000円
④北コンコース・動く歩道広告ボード 100,000円
⑤ガレリア／展示会場内柱巻広告 140,000円
⑥登録所入口バナー広告 300,000円

（2）展示会公式印刷物広告 ⑦フロアレイアウト広告 50,000円

（3）その他

①会場入口平置き 100,000円

②商談室レンタル
	 3時間	 50,000円
	 7時間	100,000円

※各特典詳細については、次項以降をご参照ください。

2018年6月6日（水）～8日（金）

出展サポートプログラムのご案内



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

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

有機デバイス総合展

1．事前サポート　

（1）公式サイトバナー広告
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。

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。

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。

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）

全てのページにバナーを貼りつけ

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

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

（2）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15万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。

≪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。
※配信日はお申し込み順に選択可能です。

（1）-①TOPページバナー

（1）-②個別ページバナー

（1）-③個別ページテキスト

（2）-①ヘッダ広告

（2）-②センター広告
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ヘッダ広告

センター広告



有機デバイス総合展

2．当日サポート

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。

（1）展示会会場広告

料金：220,000円（税別）
（1）-①会場入口床面広告

展示会場入口の床面に設置する広告です。
※出展ブース最寄のホール入口1箇所

料金：300,000円（税別）
（1）-③館内吊下げバナー

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。
※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。

料金：220,000円（税別）
（1）-②エスカレータ床面広告

来場導線上のエスカレータ下に設置する広告です。
※4ホール前／5ホール前いずれかエスカレータ下1箇所

料金：100,000円（税別）／1枚
（1）-④北コンコース・動く歩道広告ボード

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。
※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）

料金：300,000円（税別）
（1）-⑥登録所入口バナー広告

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。
※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）
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料金：140,000円（税別）／1本
（1）-⑤ガレリア／展示会場内柱巻広告

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。
※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）



有機デバイス総合展

（3）その他

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
※左はイメージ図
※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）

料金：100,000円（税別）

料金：		3時間						50,000円（税別）
7時間		100,000円（税別）

2．当日サポート

（2）展示会公式印刷物広告
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互応化学
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日本化学
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角田ブラシ
製作所

サンワ化学工業ソマール

ティーシーティー・ジャパン
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千葉県

神奈川県立産業技術総合研究所

7A-47-01 日本モレックス
7A-47-02 ヱビナ電化工業
7A-47-03 テクノアルファ
7A-47-04 大英エレクトロニクス
7A-47-05 ローム・アンド・ハース電子材料
 （ダウ・ケミカルグループ）
7A-47-06 LPKF Laser & Electronics
7A-47-07 富士機械製造
7A-47-08 太陽インキ製造
7A-47-09 パナソニック
7A-47-10 図研
7A-47-11 三共化成
7A-47-12 岩手県工業技術センター
7A-47-13 奥野製薬工業
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アカデミックプラザ
会社名 小間番号 展示会名

あ AURONA INDUSTRIES 7G-34 プリント配線板技術展
秋田化学工業 8A-04 eX-tech
アスカエンジニアリング 7B-12 プリント配線板技術展
Accelad 7G-29 プリント配線板技術展
アテネ 8B-03 eX-tech
アトテックジャパン 7A-04 プリント配線板技術展
アピックヤマダ 8C-09 eX-tech
アルファーデザイン 8B-18 eX-tech

いイープロニクス 8B-17 eX-tech
いおう化学研究所 8B-02 eX-tech
石原ケミカル 7A-25 プリント配線板技術展
岩手県工業技術センター 7A-47-12 3D-MID
インコム 7D-19 プリント配線板技術展
インスペック 7D-14 プリント配線板技術展
Integral Geometry Science 8A-02 eX-tech

う上村工業 7B-14 プリント配線板技術展
ウェル テストウェハ営業部 8C-01 eX-tech
ウェル プラズマ装置営業部 8B-05 eX-tech
ヴュオールイメージング 8A-03 eX-tech
海野技研 7G-47 主催者テーマ展示

え AgIC 7G-47 主催者テーマ展示
エーティージー ルーサー アンド メルツァー 7F-14 プリント配線板技術展
エー・ディ・ティ 7G-30 プリント配線板技術展
エクストコム 8D-12 アカデミックプラザ
エスペック 8B-14 eX-tech
ヱビナ電化工業 7A-47-02 3D-MID
LPKF Laser & Electronics 7A-47-06 3D-MID
エレクトロニクス実装学会 8H マイクロエレクトロニクスショー
エレクトロニクス実装学会 ミッションフェロー 8C-02 アカデミックプラザ
エンプラス半導体機器 8B-07 eX-tech

お大阪産業技術研究所 8E-01 アカデミックプラザ
大阪大学 産業科学研究所 先端実装材料研究分野 8E-09 アカデミックプラザ
大阪府立大学 大学院 工学研究科 分子認識化学研究グループ 8D-16 アカデミックプラザ
大阪府立大学 大学院工学研究科物質・
化学系専攻化学工学分野材料プロセス工学グループ 8D-15 アカデミックプラザ

オカダジーエージェイ 7C-38 プリント配線板技術展
岡本工作機械製作所 8B-10 eX-tech
沖エンジニアリング 8D-02 アカデミックプラザ
オキツモ 7B-44 プリント配線板技術展
沖電線 7G-47 主催者テーマ展示
奥野製薬工業 7A-47-13 3D-MID
奥野製薬工業 7B-26 プリント配線板技術展
オルテコーポレーション 8B-16 eX-tech

か化学工業日報社 7E-21 プリント配線板技術展
鹿児島大学 大学院 理工学研究科機械工学専攻 8E-10 アカデミックプラザ
神奈川県立産業技術総合研究所 7A-42 プリント配線板技術展
カネカ 7E-44 プリント配線板技術展
カミツ 7D-14 プリント配線板技術展
関東学院大学 8D-02 アカデミックプラザ
関東学院大学 大学院 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室 8D-05 アカデミックプラザ
関東学院大学 理工学部 小岩研究室 8D-01 アカデミックプラザ
関東学院大学 理工学部 小岩研究室 8D-04 アカデミックプラザ

き九州大学大学院システム情報科学研究院情報
エレクトロニクス部門 金谷研究室 8D-14 アカデミックプラザ

九州大学 大学院システム生命科学府
ナノ・マイクロ医工学研究室 8D-12 アカデミックプラザ

協栄プリント技研 7A-22 プリント配線板技術展
京都市産業技術研究所 8C-10 アカデミックプラザ
京都市産業技術研究所 8C-12 アカデミックプラザ
京都市産業技術研究所 8C-14 アカデミックプラザ
京都市産業技術研究所 8C-16 アカデミックプラザ

くクアッドセプト 7G-30 プリント配線板技術展
熊本県PRブース 7H-40 プリント配線板技術展
グリーンケム 8D-16 アカデミックプラザ
群馬工業高等専門学校 機械工学科 材料デザイン研究室 8C-08 アカデミックプラザ
群馬大学大学院 理工学府 井上研究室 8C-06 アカデミックプラザ
群馬大学 大学院 理工学府 知能機械創製部門 白石研究室 8C-04 アカデミックプラザ

けケイ・ピー・ディ 7G-47 主催者テーマ展示
こ神戸大学大学院理学研究科 木村研究室 8A-02 eX-tech

神戸大学大学院理学研究科 木村研究室 8D-06 アカデミックプラザ
互応化学工業 7A-09 プリント配線板技術展
互応化学工業 7G-47 主催者テーマ展示
Goal Searchers, ZHUHAI 7A-12 プリント配線板技術展
悟空 8A-06 eX-tech
国際臭素協議会　BSEF Japan 7A-35 プリント配線板技術展

さサクラクレパス 7F-22 プリント配線板技術展
山栄化学 7A-19 プリント配線板技術展
三共化成 7A-47-11 3D-MID
三晃技研工業 7C-38 プリント配線板技術展
サンワ化学工業 7A-34 プリント配線板技術展

し C-INK 7A-39 プリント配線板技術展
CSi Global Alliance 7F-30 プリント配線板技術展
シーマ電子 7E-23 プリント配線板技術展
JX金属 7D-44 プリント配線板技術展
JT 7F-44 プリント配線板技術展
JPCA書籍ブース 7G-43 プリント配線板技術展
JPCA（日本電子回路工業会） 7G-47 主催者テーマ展示
J-RAS 7F-24 プリント配線板技術展
JCU 7C-04 プリント配線板技術展
JADASON Enterprises 7C-38 プリント配線板技術展
SHENGYI TECHNOLOGY 7D-26 プリント配線板技術展
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY 7D-10 プリント配線板技術展
Shenzhen Tengxin Precision Stickies Products 7E-34 プリント配線板技術展
芝浦工業大学 エネルギー物性研究室 8E-15 アカデミックプラザ
Shimada Appli 8B-04 eX-tech
ZHEJIANG HUAZHENG NEW MATERIAL 7G-33 プリント配線板技術展
ジャブロ工業 7A-13 プリント配線板技術展
上海南亜覆銅箔板 7E-38 プリント配線板技術展
信州大学 工学部 電子情報システム工学科
先端磁気デバイス（佐藤・曽根原）研究室 8D-09 アカデミックプラザ

深圳市正善電子 7G-21 プリント配線板技術展
す図研 7A-47-10 3D-MID

ステラ・コーポレーション 7F-26 プリント配線板技術展
スピンデバイステクノロジーセンター（SDTC）先端磁
気デバイス（佐藤・曽根原）研究室・中山研究室 8D-07 アカデミックプラザ

スピンデバイステクノロジーセンター（SDTC） 中山研
究室・先端磁気デバイス（佐藤・曽根原）研究室 8D-08 アカデミックプラザ

Smart e-plating RIS, Sungkyunkwan University 7F-44 プリント配線板技術展
そ双日プラネット 7D-26 プリント配線板技術展

ソマール 7B-34 プリント配線板技術展
た大英エレクトロニクス 7A-47-04 3D-MID

太陽インキ製造 7A-47-08 3D-MID
太陽インキ製造 7B-04 プリント配線板技術展

会社名 小間番号 展示会名
た太陽インキ製造 7G-47 主催者テーマ展示

太洋工業 7G-13 プリント配線板技術展
台湾港建股份 7D-14 プリント配線板技術展
高田工業所 7G-18 プリント配線板技術展
タツタ電線 7D-04 プリント配線板技術展
タムラ製作所 7D-32 プリント配線板技術展

ち千葉県 7A-43 プリント配線板技術展
チューリップ 7E-18 プリント配線板技術展
長興材料工業 7C-10 プリント配線板技術展

つ角田ブラシ製作所 7A-26 プリント配線板技術展
て DIC 8B-13 eX-tech

ティーシーティー・ジャパン 7B-29 プリント配線板技術展
テクノアルファ 7A-47-03 3D-MID
電子回路企業年金基金 7G-14 プリント配線板技術展
電子回路基板技術振興財団 8A-05 アカデミックプラザ
電波新聞社 7G-16 プリント配線板技術展

と東京応化工業 7H-41 プリント配線板技術展
東京化工機 7B-20 プリント配線板技術展
東京工芸大学 工学部 電子機械学科 越地研究室 8E-08 アカデミックプラザ
東京大学 8D-13 アカデミックプラザ
東京大学 生産技術研究所 付加製造科学研究室 8D-11 アカデミックプラザ
東京大学 日暮研究室 8D-03 アカデミックプラザ
東京大学 日暮研究室 8D-12 アカデミックプラザ
東京都立産業技術研究センター 8E-03 アカデミックプラザ
東京マシン・アンド・ツール 7C-38 プリント配線板技術展
同志社大学 理工学部 機械系学科 生産システムデザイン研究室 8E-11 アカデミックプラザ
東芝ITコントロールシステム 7G-22 プリント配線板技術展
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室 8E-02 アカデミックプラザ
東北ワンピース 8B-01 eX-tech
東レ・デュポン 7D-38 プリント配線板技術展
トータス 8A-01 eX-tech
トッポイント・ジャパン 7B-38 プリント配線板技術展

な中島化学産業 7G-34 プリント配線板技術展
長野県 産業立地・経営支援課 7A-45 プリント配線板技術展
国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
電子制御工学科 中山研究室 8D-10 アカデミックプラザ

並木精密宝石 8B-08 eX-tech
にニッカン工業 7H-33 プリント配線板技術展

ニッコー・マテリアルズ 7C-10 プリント配線板技術展
日本ゼオン 7A-38 プリント配線板技術展
日本ポリテック 7G-37 プリント配線板技術展
日本アグフアマテリアルズ 7A-37 プリント配線板技術展
日本板硝子 8B-12 eX-tech
日本エバレット・チャールス 7F-14 プリント配線板技術展
日本MID協会 7A-47-15 3D-MID
日本エレクトロプレイティング・エンジニヤース 7B-37 プリント配線板技術展
日本化学産業 7B-21 プリント配線板技術展
日本機械学会 RC271研究会 8E-10 アカデミックプラザ
日本工業新聞社 7G-42 プリント配線板技術展
日本大学理工学部 精密機械工学科 マイクロデザイン研究室 8E-06 アカデミックプラザ
日本電産リード 7C-14 プリント配線板技術展
日本パーカライジング 7F-34 プリント配線板技術展
日本メクトロン 7G-47 主催者テーマ展示
日本モレックス 7A-47-01 3D-MID

はパナソニック 7A-47-09 3D-MID
パナソニック 7C-34 プリント配線板技術展
浜松基板工業 7G-47 主催者テーマ展示
PAN-TEC 7C-38 プリント配線板技術展

ひピーバンドットコム 7G-47 主催者テーマ展示
日立化成 7C-26 プリント配線板技術展
日立化成商事 7C-26 プリント配線板技術展
日立パワーソリューションズ 8B-09 eX-tech

ふ和仁貿易 7C-38 プリント配線板技術展
フィッシャー・インストルメンツ 7D-22 プリント配線板技術展
フォトテクニカ 8D-04 アカデミックプラザ
福島県PRブース 7H-38 プリント配線板技術展
福田金属箔粉工業 7H-37 プリント配線板技術展
富士機械製造 7A-47-07 3D-MID
藤倉化成 8C-07 eX-tech
富士通インターコネクトテクノロジーズ 7G-47 主催者テーマ展示
富士通クオリティ・ラボ 8C-03 eX-tech
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ 7C-20 プリント配線板技術展
FlashAir Developers 7G-47 主催者テーマ展示

まマクダーミッド・エンソン 7A-01 プリント配線板技術展
マクダーミッド・エンソン 7A-47-14 3D-MID
松尾産業 7G-23 プリント配線板技術展
松定プレシジョン 7E-14 プリント配線板技術展
松田産業 7A-44 プリント配線板技術展

み三菱ガス化学 7E-26 プリント配線板技術展
む村田製作所 7F-17 プリント配線板技術展
め明治大学理工学部機械工学科計測情報研究室 8E-13 アカデミックプラザ

明星大学 連携研究センター 8E-12 アカデミックプラザ
メック 7C-22 プリント配線板技術展
メルクパフォーマンスマテリアルズ 8B-06 eX-tech
メルテックス 7B-20 プリント配線板技術展

や安永 7F-21 プリント配線板技術展
山口東京理科大学 8E-05 アカデミックプラザ

ゆ Utechzone 7E-22 プリント配線板技術展
ユニオン ツール 7C-38 プリント配線板技術展
ユニチカ 7G-44 プリント配線板技術展

よ横浜国立大学大学院 工学研究院
機能発現工学専攻 反応装置工学研究室 8E-04 アカデミックプラザ

米沢ダイヤエレクトロニクス 7E-26 プリント配線板技術展
りリアライズコンピュータエンジニアリング 8C-04 アカデミックプラザ

利昌工業 7F-38 プリント配線板技術展
龍谷大学 機械システム工学科 小川研究室 8E-11 アカデミックプラザ
YINGTAN JIANGNAN COPPER INDUSTRY 7G-38 プリント配線板技術展
Lingbao Hongyu Electronics 7F-31 プリント配線板技術展

ろローム・アンド・ハース電子材料（ダウ・ケミカルグループ） 7A-14 プリント配線板技術展
ローム・アンド・ハース電子材料（ダウ・ケミカルグループ）7A-47-05 3D-MID

わ早稲田大学 情報生産システム研究センター 巽研究室 8E-07 アカデミックプラザ
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 8D-05 アカデミックプラザ
早稲田大学 理工学術院 8D-05 アカデミックプラザ

2017年5月30日現在

8A-01 トータス
8A-02 神戸大学大学院理学研究科 木村研究室

／Integral Geometry Science
8A-03 ヴュオールイメージング
8A-04 秋田化学工業
8A-06 悟空
8B-01 東北ワンピース
8B-02 いおう化学研究所
8B-03 アテネ

8B-04 Shimada Appli
8B-05 ウェル プラズマ装置営業部
8B-06 メルクパフォーマンスマテリアルズ
8B-07 エンプラス半導体機器
8B-08 並木精密宝石
8B-09 日立パワーソリューションズ
8B-10 岡本工作機械製作所
8B-12 日本板硝子
8B-13 DIC

8B-14 エスペック
8B-16 オルテコーポレーション
8B-17 イープロニクス
8B-18 アルファーデザイン
8C-01 ウェル テストウェハ営業部
8C-03 富士通クオリティ・ラボ
8C-07 藤倉化成
8C-09 アピックヤマダ

会場案内図／出展者リスト 2017年6月7日（水）〜9日（金）
東京ビッグサイト 東4〜8ホール

5B-09

5H-04

7D-22

5C-04

5G-26

7B-20

7A-47-08
7B-04
7G-47

6E-12

出展者・セミナー検索、
詳細情報はWebから！

フリーワード、展示会、製品カテゴリだけでなく、利用応用
分野や課題を解決するための展示技術など様々な項目で
検索いただけます。
気になる展示・セミナーを効率よく、お探しください。

2017
2017

Organizer: -Japan Electronics Packaging and Circuits Association 

47

2017 2017

31

Organizer: Japan Institute of Electronics Packaging Organizer: Japan Robot Association（JARA）

2017
19

8A-05 電子回路基板技術振興財団
8C-02 エレクトロニクス実装学会 ミッションフェロー
8C-04 群馬大学　大学院　理工学府　知能機械創製部門　白石研究室

／リアライズコンピュータエンジニアリング
8C-06 群馬大学大学院 理工学府 井上研究室
8C-08 群馬工業高等専門学校 機械工学科 材料デザイン研究室
8C-10 京都市産業技術研究所
8C-12 京都市産業技術研究所
8C-14 京都市産業技術研究所
8C-16 京都市産業技術研究所
8D-01 関東学院大学 理工学部 小岩研究室
8D-02 関東学院大学／沖エンジニアリング
8D-03 東京大学  日暮研究室
8D-04 関東学院大学 理工学部 小岩研究室／フォトテクニカ
8D-05 関東学院大学 大学院 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室

／早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構／早稲田大学 理工学術院
8D-06 神戸大学大学院理学研究科 木村研究室
8D-07 スピンデバイステクノロジーセンター(SDTC) 

先端磁気デバイス(佐藤・曽根原)研究室・中山研究室
8D-08 スピンデバイステクノロジーセンター(SDTC) 中山研究室・

先端磁気デバイス(佐藤・曽根原)研究室
8D-09 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス

(佐藤・曽根原)研究室
8D-10 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 電子制御工学科 中山研究室
8D-11 東京大学 生産技術研究所 付加製造科学研究室

8D-12 九州大学 大学院システム生命科学府　ナノ・マイクロ医工学研究室
／東京大学 日暮研究室
／エクストコム

8D-13 東京大学
8D-14 九州大学大学院システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門 金谷研究室
8D-15 大阪府立大学 大学院工学研究科物質・化学系専攻化学工学分野材料プロセス工学グループ
8D-16 大阪府立大学 大学院 工学研究科 分子認識化学研究グループ

／グリーンケム
8E-01 大阪産業技術研究所
8E-02 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
8E-03 東京都立産業技術研究センター
8E-04 横浜国立大学大学院 工学研究院 機能発現工学専攻 反応装置工学研究室
8E-05 山口東京理科大学
8E-06 日本大学理工学部 精密機械工学科 マイクロデザイン研究室
8E-07 早稲田大学 情報生産システム研究センター 巽研究室
8E-08 東京工芸大学　工学部　電子機械学科　越地研究室
8E-09 大阪大学 産業科学研究所 先端実装材料研究分野
8E-10 鹿児島大学 大学院 理工学研究科機械工学専攻

／日本機械学会 RC271研究会
8E-11 同志社大学 理工学部 機械系学科 生産システムデザイン研究室

／龍谷大学 機械システム工学科 小川研究室
8E-12 明星大学 連携研究センター
8E-13 明治大学理工学部機械工学科計測情報研究室
8E-15 芝浦工業大学 エネルギー物性研究室

2018.6.6 (Wed.) -8 (Fri.)
東京ビッグサイト　東ホール

次回
開催

次回出展仮申込を7G-47にて受付中！

eX-tech

−主催者テーマ展示−　電子回路基板の新たな可能性を探る　　7G-47

■基板とグラフィックの融合� 海野技研

■インクジェット方式×銅めっきによるオンデマンドフレキシブル基板� AgIC

■透明フレキシブル基板� 沖電線

■Tamashii – 魂� 　ケイ・ピー・ディ

■高精細スクリーン印刷技術� 互応化学工業

■太陽インキの基板アクセサリー　徳岡大祐の創造� 太陽インキ製造

■自動車FPC／清戸迫横穴再現織物� 日本メクトロン

■ Leather�craft�ruler�革細工のための補助定規� 浜松基板工業�

■AxelGlobe�−50機の衛星群による地球観測画像データプラットフォーム� ピーバンドットコム

■プリント基板ソリューション～技術的強み～� 富士通インターコネクトテクノロジーズ

■基板少女・はがき基板／FlashAirノベルティ基板� FlashAir�Developers

熊本県PRブース
【小間番号：7H-40】

「火の国」熊本の大地が育てた大豆から作ったお味噌、郷土料理の太
平燕（タイピーエン）、阿蘇高菜の漬物など、熊本ならではの名産品が
購入できます！�みんな大好き、くまモンもあなたを待ってるモン！？

福島県PRブース
【小間番号：7H-38】

ままどおる、喜多方ラーメン、家伝ゆべし、うまくて生姜ねぇなど絶対満
足できるふくしま自慢の名産品を販売中！！

（2）-①フロアレイアウト広告

当
日
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

（3）-①会場入口平置き

東4-8ホール展示会場各入口の机上にフロアレイアウトやカンファレンスガイドと並べて
貴社チラシを設置いたします。

（3）-②商談室レンタル

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いたします。
●部屋サイズ：約60㎡（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。

広告位置例



有機デバイス総合展

出展者名 担当者名

TEL FAX 小間番号

所属 E-mail

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）
※本プラグラムは出展申込みをいただきました出展者を対象としています。
※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。

プログラム 申込数 金額（税別）

1．事前サポート

	公式サイトバナー広告	 【	 	① TOP		／		 	②個別バナー		／		 	③個別テキスト		】 ￥

	メールマガジンテキストバナー広告	【	 	①ヘッダ		／		 	②センター		】 ￥

2．当日サポート

（1）展示会場広告

	会場入口床面広告 ￥

	エスカレータ床面広告 ￥

		館内吊下げバナー ￥

	北コンコース・動く歩道広告ボード ￥

	ガレリア／展示会場内	柱巻広告 ￥

	登録所入口バナー広告 ￥

（2）展示会公式印刷物広告

	フロアレイアウト広告 ￥

（3）その他

	会場入口平置き ￥

	商談室レンタル【	 	3 時間		／		 	7 時間		】【希望日時：　　　　　　　　　　　　】 ￥

※ご要望等がございましたらご記入ください。

JPCA Show/ マイクロエレクトロニクスショー /JISSO PROTEC
有機デバイス総合展 /WIRE Japan Show/Smart Sensing 展示会運営事務局

（株）JTB コミュニケーションデザイン内
Tel： 03-5657-0767　　Fax： 03-5657-0645

E-mail： jpcashow@jtbcom.co.jp

出展サポートプログラム申込書

2018年4月20日（金）までにお申込みください。

FAX：03-5657-0645


