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23 SDGsデバイス展 イーテキスタイル展

JEP/TEP Show
東京都電機卸商業協同組合
全国電子部品流通連合会

スマートセンシング エルイーディージャパン イメージングジャパン エッジコンピューティングインターオプト

（1）

プログラム名 価格（税込）

（1）公式サイトバナー広告

①トップページバナー 132,000円
②個別ページバナー 55,000円
③個別ページテキスト 33,000円

（2）メールマガジン
	 テキストバナー広告

①ヘッダ広告 110,000円
②センター広告 55,000円

（3）公式サイト動画広告 ①トップページ　PR動画掲載 275,000円

2022年6月15日（水）～17日（金） 東京ビッグサイト　東4～6ホール

出展サポートプログラムのご案内

一歩先の未来へ

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

2．当日サポート
プログラム名 価格（税込）

（1）展示会場広告

①３Dホログラムロゴ投影 	 330,000円
②会場入口床面広告 	 242,000円
③エスカレータ床面広告 	 242,000円
④館内吊下げバナー 	 330,000円
⑤ガレリア／展示会場内柱巻広告 	 154,000円
⑥登録所入口バナー広告 	 330,000円

（2）展示会公式印刷物広告 ①フロアマップ広告 	 55,000円

（3）その他

①会場入口平置き 	 110,000円

②商談室レンタル
	 3時間	 55,000円
	 7時間	 110,000円

※各特典詳細については、次項以降をご参照ください。
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（2）

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。

一歩先の未来へ

料金：110,000円（税込）／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：		55,000円（税込）／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

料金：132,000円（税込）／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：		55,000円（税込）／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：		33,000円（税込）／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16万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

TOP ページバナー広告

個別ページバナー広告

個別ページテキスト広告

ヘッダ広告

センター広告

事
前
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
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（3）

2．当日サポート

来場者の方に入口から、各社ブース位置・会社名をアピールするのに最適です。
広告掲出場所は以下をご確認ください。

（1）展示会場広告　※申込は先着順になります。

一歩先の未来へ

1．事前サポート　

（３）公式サイト動画広告
公式サイトトップページに自社 PR動画を掲載いたします。
新製品紹介、製品デモ、自社ブランディング動画など、様々な動画が掲載可能です。
参考イメージ

料金：275,000円（税込）
掲載する動画は、5分程度のmp4、movのデータをご支給ください。
再生のログ情報の提供はございません。
※募集数は4社予定です。詳しくは事務局にお問合せください。

①トップページ　PR動画掲載

料金：242,000円（税込）

料金：242,000円（税込）

料金：330,000円（税込）
展示会場内、入口または登録所付近に設置いたします。
来場者の方に社名や製品のアピールが可能です。
※入口または登録所付近を予定

（1）-①３Dホログラムロゴ投影

当
日
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

事
前
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

（1）-③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。
※5ホール前／6ホール前いずれかエスカレータ下1箇所
※詳細な位置については主催者にて決定いたします。

（1）-②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。
※広告掲載位置については主催者にて決定いたします。

トップページ　PR動画掲載（イメージ）
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（4）

2．当日サポート

料金：330,000円（税込）
（1）-④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：330,000円（税込）
（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）

当
日
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

一歩先の未来へ

料金：154,000円（税込）／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。
※広告掲載位置については主催者にて決定いたします。
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）
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（5）

（3）その他

料金：110,000円（税込）
展示会場各入口の机上にフロアマップ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。

料金：		55,000円（税込）／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。

両面カラー
30,000部（予定）

（2）展示会公式印刷物広告

（2）-①フロアマップ広告

広告位置例

料金：		3時間						55,000円（税込）
7時間		110,000円（税込）

（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。

（3）-①会場入口平置き



3651

2022
2022

23 SDGsデバイス展 イーテキスタイル展

JEP/TEP Show
東京都電機卸商業協同組合
全国電子部品流通連合会

スマートセンシング エルイーディージャパン イメージングジャパン エッジコンピューティングインターオプト

（6）

出展者名

TEL E-mail

所属 担当者名

必要事項をご記入いただき、メールまたは FAX にて事務局までお送りください。
※本プロ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（税込）

1．事前サポート

	公式サイトバナー広告	 【			 	①トップ		／		 	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		】 ￥

	公式サイト動画広告 ￥

2．当日サポート

（1）展示会場広告

	3Dホログラムロゴ投影 ￥

	会場入り口床面広告 ￥

	エスカレーター下床面広告 ￥

		館内吊下げバナー ￥

	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

	フロアマップ広告 ￥

（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。

電子機器トータルソリューション展事務局　　（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

2022年5月20日（金）までにお申込みください。
出展サポートプログラム申込書 E-mail:	jpcashow@jtbcom.co.jp


