利用を希望される場合には、
「広告スポンサー申込書」
に必要事項を記入し、
８月10日
（金）
までに一般社団法人日本

エレクトロニクスショー協会宛にお申込ください。
※限定数に達し次第終了となります。

JR海浜幕張駅 駅構内広告
開催期間中を中心に幕張メッセの最寄駅、JR海浜幕張駅での来場者および一般客を対象とする交通広告です。

①掲載期間
10月16日（火）〜 10月19日（金）

②掲載料金
掲出数
AD2

フロア広告A・B

AD3

横断幕

AD4

柱シート四

広告スペース詳細（W×H）

2面

3,000mm×3,000mm

2本（各両面）

600mm×6,000mm

4面
（4面で1セット）

2,900mm×1,380mm・4面

限定数 媒体料（消費税込） 印刷・施工費（消費税込） 合計金額（消費税込）
¥864,000
1

￥514,080

¥972,000 ¥2,944,080
¥594,000

A：3,310mm×1,240mm
AD5

柱シートA・B・C

3面（3面セット）

B：1,080mm×2,040mm
C：1,800mm×1,350mm
い：480mm×18,800mm

AD6

防煙ガラス

1箇所
（両面）

詳細お問い合わせください。

ろ：480mm×5,200mm
は：480mm×5,600mm

AD7

階段広告（ステップ）

1面

2,325mm×3,070mm

③原稿入稿について
○入稿期限：9/21(金)
○入稿先：株式会社ムサシノ広告社
○入稿方法：データ入稿(ファイル便またはDVD-R等)
○データ形式：Adobe Illustrator、Photo shop CS3以上

※インデザインデータでの入稿は不可

○広告面に小間番号をお入れください。

④お問合せ先
※原稿入稿についてなど、媒体に関する詳細は下記にお問い合わせください。
株式会社ムサシノ広告社／CEATEC JAPAN 運営事務局 プロモーションセンター
住所：東京都新宿区市谷砂土原町1-2

TEL：03-3268-0057（直通/受付時間：10：00〜17：00）
Email：ceatec@musashino-ad.co.jpp
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AD1 交通広告セット

Aプラン

777,600円

（限定3社）

京葉線および東京駅でのデジタルサイネージにより、

来場者および一般客を対象としたブランド訴求を効果的に行うための交通広告セットです。

（消費税込）

映像素材のご用意、または、編集作業費が別途かかります。

お問合せ先

東京駅改札内京葉通路
J-ADビジョン（10/8-10/19）

京葉線トレインチャンネル
（10/8-10/19）

特 別 セット価 格

※原稿入稿についてなど、
媒体に関する詳細は下記にお問い合わせください。
株式会社ムサシノ広告社

CEATEC JAPAN 運営事務局 プロモーションセンター
住所：東京都新宿区市谷砂土原町1-2

TEL：03-3268-0057（直通/受付時間：10：00〜17：00）
Email：ceatec@musashino-ad.co.jpp

1. Aプランは3社で成立・実施いたします。 2. 媒体によって広告枠が確保できない場合は代替案にてご案内差し上げます。掲載期間や内容等が変わることもございますので、予めご了承願います。

⑤広告サイン配置図
フロア広告 A
（10/16‒10/19）

AD4

AD2 B

フロア広告 B
（10/16‒10/19）

AD3

AD3

横断幕（改札内）
（10/16‒10/19）

横断幕
（改札外）
（10/16‒10/19）

柱シート四
（10/16‒10/19）
(女）

カルディコーヒー

WC

券売機

改札外

(男）

WC

EV

駅務室
精算所

店舗

ニューデイズ

未来屋書店

改札内
エコ表示版

AD4
自販機

AD3

AD4

カフェソラーレ
ハニー
スバー

EV

AD3
ステーションボード

AD2 B
南口

蕎麦 ・ ガラス
EV

至幕張メッセ

東京

蘇我
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Webバナー広告／メールマガジン・テキストバナー広告
Webバナー広告
展示会関連情報に加え、出展者・主催団体・パートナーから発信される最先端の情報を集結し広く発信しており、日々数多
くの国内外のユーザー・メディアに閲覧されています。このアクセス数約80万セッション※（昨年実績）を誇るCEATEC
JAPAN公式Websiteに出展者各位のバナーを掲載いたします。
利用を希望される場合は、
「広告スポンサー申込書」に必要事項を記入し、一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会宛
にお申込みください。
※随時受付
※セッション数はWebsiteに訪問、接続・ログインしたユーザがサイト内を閲覧し、離脱、切断、ログオフするまでの、一連の行動をまとめたものをいいます。

①掲載ページ

TOPページにおいてローテーションによるランダム表示

②掲載期間

7月19日（木）〜12月14日（金）

③掲載料金
掲載料金（消費税込）

サイズ
（ピクセル）

一般法人

会員

AD8

ノーマルバナー（①）

H65×W310

¥216,000

¥172,800

AD9

ワイドバナー（②）

H65×W950

¥378,000

¥302,400

AD10

フッターバナー（③）

H165×W310

¥162,000

¥129,600

④原稿入稿について
○入稿先

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
○原稿形式
バナーのファイルサイズ： 150KB以内
バナーのファイル形式： GIF形式、JPEG形式、PNG形式
※別形式をご希望の場合は事務局までご相談ください。
※バナーは和英 両方のサイトへ掲載いたしますので、和英併記のバナーにしていただくか、和文・英文2種類の
バナーを作成されることをおすすめいたします。
○入稿方法
圧縮せずにそのままメールに添付しE-mailにて入稿してください。
また、
リンク先のURLを
『和文サイト』
『英文サイト』
ともにお知らせください。
入稿先アドレス： exhibitor2018@ceatec.com
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メールマガジン・テキストバナー広告
事前登録の促進や公式Websiteへのアクセス強化、開催までの期待度向上などを目指し、蓄積した来場者データベースに
開催に向けて様々な情報をメールマガジンとして配信しています。このメールマガジンに出展者各位のテキストバナー広告
を掲載いたします。
利用を希望される場合は、
「広告スポンサー申込書」
に必要事項を記入し、一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会宛
にお申込みください。
※随時受付

①配信先

来場者データベース約20万件（情報提供希望者）
※2018年の事前登録者は随時追加されます。

②配信期日

8月22日（水）より配信予定

1回の配信につき、先着3件まで受け付けます。

8／22（水）号

9／5（水）号

10／3（水）号

8／29（水）
号

9／12（水）号

10／10（水）号

9／19（水）号

10／15（月）号

9／26（水）号

10／16（火）号
10／17（水）号
10／18（木）号

テキストバナー広告
（イメージ）

③原稿形式

和文：全角38字 7行（266字）以内のテキストデータのみ

※内容はCEATEC JAPAN 2018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。

④掲載料金

⑤原稿入稿について
○入稿期限

配信希望週の前週金曜日まで

○入稿先

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会

○原稿形式

テキストファイル

○入稿方法

E-mailで入稿してください。 入稿先アドレス： exhibitor2018@ceatec.com
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より宣伝効果を高め来場者を的確に出展ブースに集客できるように、
複数の設置場所をご用意いたしておりますので、
ぜひご活用ください。
利用を希望される場合は、
「 広告スポンサー申込書」に必要事項を記入し、9月7日（金）までに一般社団法人日本
エレクトロニクスショー協会宛にお申込みください。

掲載料金
限定数

広告スペース詳細（W×H）

一般法人（消費税込） 会員（消費税込）

AD13 駅前シェルター 横断幕

2

3,500mm×900mm（両面）

¥216,000

¥172,800

AD14 ロの字デッキ1階（駅側）横断幕

1

4,000mm×900mm（両面）

¥486,000

¥388,800

AD15 ロの字デッキ1階（メッセ側）横断幕

1

5,400mm×900mm（両面）

¥486,000

¥388,800

AD16 ロの字デッキ2階（駅側）横断幕

1

2,700mm×900mm

¥216,000

¥172,800

AD17 ロの字デッキ2階（WBG側）横断幕

1

2,700mm×900mm

¥216,000

¥172,800

AD18 プレナ前柱 弱粘着シート

1

1,000mm×2,000mm（４面）

¥270,000

¥216,000

AD19 ロの字デッキシートサイン 弱粘着シート

1

1,000mm×450mm（159面） ¥2,430,000

¥2,160,000

※掲載料金は4日間/印刷・施工費を含みます。

原稿入稿について
①入稿期限： 9月7日
（金）
②入稿先： 株式会社 工芸社
〒113-0033

担当：小鯛（こだい）

東京都文京区本郷6-17-5

TEL：
（03）5684-7343

FAX：
（03）5684-7337

E-mail：ceatec@kogeisha.co.jp

③入稿方法： CD-R等
（メディアにて入稿してください。）
④データ形式： Adobe Illustrator CS6以下
（カラーにて出力いたします。）
⑤広告面に小間番号をお入れください。

原稿製作代行
ご希望により原稿製作を承ります。ご希望の際は別途ご連絡ください。
（有料）

広告イメージ
AD面
CEATEC JAPAN 2018

つながる社会、
共創する未来

2018.10.16（火）▶ 10.19
（金） 幕張メッセ○○ホール

意匠内容について
・ 企業広告掲出に関しては、千葉市屋外広告物条例に基づく審査があります。 ・ 意匠内容については、
つぎの条件を必ず満たして下さい。
①広告掲出する場合は、出展・協賛企業等イベントに関係する企業の広告に限ります。

②地色に黒又は原色を使用したことにより、
美観風致を害すると判断されるものでないこと。

③蛍光塗料、
発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により、美観風致を害し、
又は交通の安全を妨げると判断されるものでないこと。
④千葉市広告掲載基準要綱第５条や千葉市広告掲載基準第4条・第5条を遵守すること。

・ 催物名・会期・幕張メッセ○○ホールと必ず明記して下さい。

・ 広告内容が利用申込書と異なる場合等、
（株）幕張メッセから掲出の差し止め、
または撤去の求めにより発生する損害等については、
（株）
幕張メッセは一切の責任を負いません。
・ 千葉県・千葉市等による公共工事が実施される場合には、上記内容、設置場所が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
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広告サイン配置図
※広告サインをお申し込み頂いた後、
状況により設置可能場所が制限される可能性がございますのでご了承ください。
駅前シェルター 横断幕

ロの字デッキ1階（駅側）横断幕

ロの字デッキ1階（メッセ側）横断幕

ロの字デッキ2階（WBG側）横断幕

プレナ前柱 弱粘着シート

ロの字デッキシートサイン 弱粘着シート

ロの字デッキ2階(駅側) 横断幕
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より宣伝効果を高め来場者を的確に出展ブースに集客できるように、
複数の設置場所をご用意いたしておりますので、
ぜひご活用ください。
利用を希望される場合は、
「 広告スポンサー申込書」に必要事項を記入し、9月7日（金）までに一般社団法人日本
エレクトロニクスショー協会宛にお申込みください。

掲載料金
限定数

広告スペース詳細（W×H）

AD20

屋外弓形サイン（1本）

8

900mm×1,500mm

AD21

イベント広報サイン

2

AD22

中央エントランス柱巻きサイン

1

AD23

中央エントランスシートサイン（4ヶ所セット）

1

AD24

中央登録所シートサイン（2ヶ所セット）

AD25

中央モール吊り下げサイン（左右2ヶ所両面セット）

AD26

中央モール柱巻きサイン（4面 2本セット）

AD27

中央モールホール入口 ガラス面広告

AD28

中央モールラウンジ ガラス面広告

4

7,900mm×2,500mm

¥777,600

¥604,800

AD29

会場内エスカレータ下床貼りサイン

6

4,500mm×9,000mm

¥2,160,000

¥1,728,000

AD30

会場マップ貴社ロゴサイン

AD31

天井吊り下げバナー1面

一般法人（消費税込） 会員（消費税込）
¥162,000

¥129,600

6,750mm×3,300mm

¥2,160,000

¥1,728,000

1,900mm×2,400mm

¥540,000

¥432,000

（7,020mm+5,200mm）×2,100mm×1/2

¥2,700,000

¥2,160,000

2

4,587mm 3,755mm×1/2

¥1,620,000

¥1,296,000

9

2,400mm×600mm

¥432,000

¥345,600

5

950mm×1,400mm

¥1,080,000

¥864,000

7

2,140mm 950mm

¥108,000

¥86,400

3

300mm×250mm

¥64,800

¥51,840

応相談

5,400mm 3,600mm

¥1,188,000

¥950,400

AD32

天井吊り下げバナー2面（両面）

応相談

5,400mm 3,600mm

¥1,620,000

¥1,296,000

AD33

天井吊り下げバナー3面

応相談

5,400mm 3,600mm

¥2,160,000

¥1,728,000

AD34

天井吊り下げバナー4面

応相談

5,400mm 3,600mm

¥2,700,000

¥2,160,000

AD35

国際会議棟 スタンドバナー広告（2面 1本セット）

13

7,900mm 2,500mm

¥172,800

¥138,240

※掲載料金は4日間/印刷・施工費を含みます。

原稿入稿について
①入稿期限： 9月7日
（金）

②入稿先： 株式会社 工芸社
〒113-0033

担当：小鯛（こだい）

東京都文京区本郷6-17-5

TEL：
（03）5684-7343

FAX：
（03）5684-7337

③入稿方法： CD-R等
（メディアにて入稿してください。）

E-mail：ceatec@kogeisha.co.jp

④データ形式： Adobe Illustrator CS6以下
（カラーにて出力いたします。）
⑤広告面に小間番号をお入れください。

原稿製作代行
ご希望により原稿製作を承ります。ご希望の際は別途ご連絡ください。
（有料）

自社ブース上部 天井吊り下げバナーについて
①自社ブース上部 天井吊り下げバナーは、床面からバナー下辺までの高さを8.5mで設定し、出展者の搬入前に事務局にて取り付けを行い
ます。会場躯体の関係で、高さ8.5mで取付けが出来ない箇所がございます。事前にお問い合わせください。

②吊り構造を行う場合は、吊り構造のトラスが接触する場合がございますので、予めご留意ください。

その場合、吊り直し等のご希望は一切お受けできませんので、株式会社工芸社に事前にお問い合わせのうえ調整をお願いいたします。
その他、
現地での個別対応については、全て有償となります。

③吊り位置はご希望の位置に取付けさせていただきますが、会場躯体の吊り元の関係で多少のずれが生じることもございますので、
ご了承ください。
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広告サイン配置図
※広告サインをお申し込み頂いた後、
他ホールの状況により設置可能場所が制限される可能性がございますのでご了承ください。
屋外弓形サイン

イベント広報サイン

中央エントランス柱巻きサイン

中央エントランスシートサイン
（4ヶ所セット）

中央登録所シートサイン

広告スペース

中央モール 吊り下げサイン
（左右2ヶ所両面セット）

中央モール
柱巻きサイン（4面 2本セット）

広告
スペース

広告
スペース

中央モールホール入口
ガラス面広告

広告
スペース

会場マップ貴社ロゴサイン
広告
スペース

広告
スペース

会場内 エスカレーター下
床貼りサイン
（1〜6ホール）

広告スペース

天井吊り下げバナー

会場案内図

中央モールラウンジ
ガラス面広告

国際会議棟 スタンドバナー広告
（2面 1本セット）

広告
スペース

広告スペース

広告スペース

ース

広告スペ
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会場案内図広告
会場案内図には会場マップのほか出展者リストを掲載いたします。
利用を希望される場合は、
「広告スポンサー申込書」に必要事項を記入し、9月7日（金）までに一般社団法人日本
エレクトロニクスショー協会宛にお申込みください。

会場案内図体裁

発行日

A4判、12ページ〜16ページ（予定）、4色

10月16日（火）

配布方法
全来場者向けに会場入口の配布カウンターなどに設置

募集内容と掲載料金
募集内容
Aタイプ 会場図内ロゴ掲出
（ブース上）
（和･英）

料金
（消費税込）
一般法人
会員

募集対象
9小間以上の
出展者

原稿サイズ
※小間の大きさとロゴの形状

原稿掲載場所
申込出展者の
ブース上

¥54,000

¥43,200

AD37 （和･英） 会場図面下広告

¥216,000

¥172,800

全出展者

W 50mm × H 20mm

事務局にて決定

AD38 Cタイプ

記事中広告
（1/2ページ）

¥324,000

¥259,200

全出展者

W 210mm × H 140mm
（A5）

事務局にて決定

AD39 Dタイプ

記事中広告
（1ページ）

¥540,000

¥432,000

全出展者

AD36

Bタイプ

により調整

W 210mm × H 297mm
（A4）
外トンボ

W 216mm × H 303mm

事務局にて決定

原稿入稿について
①入稿期限
9月7日(金)
②入稿先
お申し込み後入稿先、入稿方法をご案内させて頂きます。
③原稿形式
原稿はAdobe Illustrator（アウトライン化されたもの）で作成し、完全データで入稿してください。
Aタイプ・Bタイプについては和英両方の案内図へ掲載しますので、和英併記の原稿にしていただくか、和文・英文2種類の
原稿を作成されることをおすすめします。
④制作上の注意
会場図面下の広告原稿はCEATEC JAPAN 2018出展に関する内容で制作してください。
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［Aタイプ］
会場図面内ロゴ提出

広告
広告 広 告

広告

［Bタイプ］
会場図面下広告

広告

広告

広告

見開き

広告

広告

見開き

［Dタイプ］
記事中広告（1ページ）

［Cタイプ］
記事中広告（1/2ページ）
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プロモーション・メニュー
イベントパフォーマンス解析
ジョルテアプリ内に設けたCEATEC JAPAN 2018専用モードと会場内に設置するビーコンを利用して、
CEATEC JAPAN 2017に引き続き、展示会の指標値EPI(Event Performance Indicator)をご提供します。

『EPIレポート』動態解析

来訪者の方々の属性情報（個人情報を含まない範囲）をレポート化し、開

催終了後、
各出展者様向けに、
無料で
『EPIレポート』
をご提供いたします。

昨年検知実績：約6,000人

（ジョルテ利用かつ位置情報をONにして、
CEATEC JAPANに参加した人数）

2018年想定プロジェクト参加数：
6,000 〜10,000人

※この数値が、本レポートのサンプル母数となります。

ご提供項目

無料

有料

貴社ブースの来場者の時間別トレンド

○

○

全体レポート

○

○

貴社ブースの訪問者(滞在時間別)

○

○

ヒートマップ動画（リアルタイム）

×

◯

全体の来場者の時間別トレンド/分類

×

○

ブースの訪問者の前後の動き

×

○

ブースランキング（平均時間）
（訪問者/業界）

×

○

Tableauモードでの表示/CSVでのDL

×

◯

いいね！／来場者コメント一覧

×

○

Liveレポートへの、問い合わせボタンの設置

×

◯

※参考です。一部変更する場合があります。

無料プラン

AD40

スタンダードプラン
コンプリートEPIリポート

0円

108,000円

（消費税込）

プレミアムプラン
（限定10社）

ブースの来場者属性がリアルタイム把握可能。
終了後 レポートをご提供。

『ブースイベント告知プラン』PUSH通知プラン

CEATEC JAPANモードを利用している来場者にリアルタイムで
プッシュ表示することができます。

PUSH通知、
AD41 コンプリートEPIリポート、
324,000円
ブースアンケート

（消費税込）

CEATEC JAPAN 2018 公式アプリについて

2年目の実施となる今年は更にパワーアップ。
ジョルテアプリを利用して、
会場内MAP（ヒートマップON/OFF)・訪問先ブース検索・各ブースの

詳細表示、LIVEレポート・いいね！投票など多彩な機能を利用できる
来場者向け専用モードです。

会場リアルタイムヒートマップ

CEATEC JAPAN
モード

AD42 PUSH通知 108,000円

（消費税込）
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詳しくはこちら…
http://www.ceatec.com/ja/application/download/

「イベントパフォーマンス解析」
および「オンライン展示会」に関する
お問い合わせは、CEATEC JAPAN 運営事務局までお願いします。

CEATEC JAPAN 2018 オンライン展示会 （限定10 社）
展示ブースでのデモンストレーション、スタッフの説明、パネルなどを映像として保存。
CEATEC JAPAN公式ウェブサイトに配置し、出展内容を保管して販促活動に活用できます。
開催時期が過ぎた後も、
出展内容を公式サイト直下にWEBサイトとして保管。来場ができた方も、来場できなかった方もいつでもオンラインでブースを訪ねる
ことができます。
また、来場者へのフォローや、継続的なコミュニケーションができるほか、
どの展示が注目されていたかを知るための効果測定、
自社サイトへの
誘導、
出展内容の保存などが可能です。

〈効果測定項目〉
●

展示者数の推移

●

展示製品ごとの閲覧数、閲覧時間

●

地域属性（国、都道府県、市町村）

●

新規顧客／リピーターの割合

●

Googleの検索ワードランキング
など

■基本プラン
AD43

セット内容

初期費用（消費税込） 月額費用（消費税込）

5映像セット

1,890,000円 51,840円
3,078,000円 64,800円
4,158,000円 77,760円

AD44 10映像+全景セット
AD45 15映像+全景セット

備考

■オプションプラン
項

目

WEBサーバー込み、
最低契約期間は1年

AD46 1映像（1展示）の追加

WEBサーバー込み、
最低契約期間は1年

AD47 アクセス解析レポート

WEBサーバー込み、
最低契約期間は1年

各種資料のダウンロード（PDF形式）

AD48 自社ドメイン運用（月額）
AD49 バナー制作（2サイズ）
AD50 HTML+映像ファイルの買い取り

金額（消費税込）

備

考

199,800円
64,800円
無

料

12,960円
77,760円
別

自社ドメインにサブドメインを付加して
あたかも自社サイトして公開が可能
自社サイトに掲載する
オンライン展示会への誘導バナー

途

〈制限事項〉
●

WEBサイトのデータはCEATEC JAPANのサーバー内に格納されます。映像はYoutubeを利用します。● 制作物の著作権および著作者人格権は全て

CEATEC JAPAN事務局となります。 ● 1映像（1展示）
あたり3分以内の映像で、
カメラは固定となります。● 撮影は3テイクまで。編集は簡易編集。映像品質

はHD画質（1920×1080）
となります。● オンライン展示会WEBサイトの公開はCEATEC JAPAN終了後、3-4週間後となります。● WEBサイトに掲載する
貴社のロゴ、写真、図版、資料はご支給いただくこととなります。● URLはCEATEC JAPANの保有するドメイン名となります。
（自社ドメイン運用はオプション
対応）● 貴社スタッフの映像以外の個人情報に類する情報は掲載不可となります。

Click!

詳しくはこちら…

Tel：045-624-8626
Mail：ceatec@sqip.com
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PRICE LIST
交通広告セット
AD1

Aプラン（限定3社）

京葉線トレインチャンネル（10/8-10/19）
東京駅改札内京葉通路J-ADビジョン（10/8-10/19）

特別セット価格：777,600円（消費税込）

JR海浜幕張駅 駅構内広告
AD2

フロア広告A・B 2面

AD3

横断幕 2本（各両面）

AD4

柱シート四 4面（4面で1セット）

AD5

柱シートA・B・C 3面（3面セット）

AD6

防煙ガラス 1箇所（両面）

AD7

階段広告（ステップ）

印刷・施工費：864,000円（消費税込）
媒体料：514,080円（消費税込）

印刷・施工費：972,000円（消費税込） 合計金額：2,944,080円（消費税込）
印刷・施工費：594,000円（消費税込）

詳細お問い合わせください。

Webバナー広告／メールマガジン・テキストバナー広告
Webバナー広告

AD8

ノーマルバナー

一般法人価格：216,000円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

AD9

ワイドバナー

一般法人価格：378,000円（消費税込）

会員価格：302,400円（消費税込）

一般法人価格：162,000円（消費税込）

会員価格：129,600円（消費税込）

一般法人価格：216,000円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

一般法人価格：216,000円 円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

AD10 フッターバナー
AD11

メールマガジン・テキストバナー広告（@1回）

駅から会場までの広告サイン
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AD13

駅前シェルター 横断幕（両面）

AD14

ロの字デッキ1階（駅側）横断幕（両面）

一般法人価格：486,000円（消費税込）

会員価格：388,800円（消費税込）

AD15

ロの字デッキ1階（メッセ側）横断幕（両面）

一般法人価格：486,000円（消費税込）

会員価格：388,800円（消費税込）

AD16

ロの字デッキ2階（駅側）横断幕

一般法人価格：216,000円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

AD17

ロの字デッキ2階（WBG側）横断幕

一般法人価格：216,000円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

AD18

プレナ前柱 弱粘着シート（4面）

一般法人価格：270,000円（消費税込）

会員価格：216,000円（消費税込）

AD19

ロの字デッキシートサイン 弱粘着シート（159面）

一般法人価格：2,430,000円（消費税込） 会員価格：2,160,000円（消費税込）

※コード番号は、前ページにてご確認ください。

会場広告サイン
一般法人価格：162,000円（消費税込）

会員価格：129,600円（消費税込）

AD20

屋外弓形サイン（1本）

AD21

イベント広報サイン

AD22

中央エントランス柱巻きサイン

AD23

中央エントランスシートサイン（4ヶ所セット）

一般法人価格：2,700,000円（消費税込） 会員価格：2,160,000円（消費税込）

AD24

中央登録所シートサイン（2ヶ所セット）

一般法人価格：1,620,000円（消費税込） 会員価格：1,296,000円（消費税込）

AD25

中央モール吊り下げサイン（左右2ヶ所両面セット）

AD26

中央モール柱巻きサイン（4面 2本セット）

AD27

一般法人価格：2,160,000円（消費税込） 会員価格：1,728,000円（消費税込）
一般法人価格：540,000円（消費税込）

会員価格：432,000円（消費税込）

一般法人価格：432,000円（消費税込）

会員価格：345,600円（消費税込）

一般法人価格：1,080,000円（消費税込）

会員価格：864,000円（消費税込）

中央モールホール入口 ガラス面広告

一般法人価格：108,000円（消費税込）

会員価格：86,400（消費税込）

AD28

中央モールラウンジ ガラス面広告

一般法人価格：777,600円（消費税込）

会員価格：604,800円（消費税込）

AD29

会場内エスカレータ下床貼りサイン

AD30

会場マップ貴社ロゴサイン

AD31

一般法人価格：2,160,000円（消費税込） 会員価格：1,728,000円（消費税込）
一般法人価格：64,800円（消費税込）

会員価格：51,840円（消費税込）

天井吊り下げバナー1面

一般法人価格：1,188,000円（消費税込）

会員価格：950,400円（消費税込）

AD32

天井吊り下げバナー2面（両面）

一般法人価格：1,620,000円（消費税込） 会員価格：1,296,000円（消費税込）

AD33

天井吊り下げバナー3面

一般法人価格：2,160,000円（消費税込） 会員価格：1,728,000円（消費税込）

AD34

天井吊り下げバナー4面

一般法人価格：2,700,000円（消費税込） 会員価格：2,160,000円（消費税込）

AD35

国際会議棟 スタンドバナー広告（2面 1本セット）

一般法人価格：172,800円（消費税込）

会員価格：138,240円（消費税込）

一般法人価格：54,000円（消費税込）

会員価格：43,200円（消費税込）

会場案内図広告
AD36

Aタイプ（和･英）

●会場図内ロゴ掲出（ブース上）

AD37

Bタイプ（和･英）

●会場図面下広告

一般法人価格：216,000円（消費税込）

会員価格：172,800円（消費税込）

AD38

Cタイプ

●記事中広告（1/2ページ）

一般法人価格：324,000円（消費税込）

会員価格：259,200円（消費税込）

AD39

Dタイプ

●記事中広告（1ページ）

一般法人価格：540,000円（消費税込）

会員価格：432,000円（消費税込）

プロモーション・メニュー
イベントパフォーマンス解析

AD40

●スタンダードプラン

特別価格：108,000円（消費税込）

AD41

●プレミアムプラン（限定10社）

特別価格：324,000円（消費税込）

AD42

●PUSH通知

AD43

●5映像セット

初期費用：1,890,000円（消費税込）

月額費用：51,840円（消費税込）

AD44

●10映像 + 全景セット

初期費用：3,078,000円（消費税込）

月額費用：64,800円（消費税込）

AD45

●15映像 + 全景セット

初期費用：4,158,000円（消費税込）

月額費用：77,760円（消費税込）

AD46

●1映像（1展示）の追加

199,800円（消費税込）

AD47

●アクセス解析レポート

64,800円（消費税込）

108,000円（消費税込）

オンライン展示会（限定10社）
基本プラン

オプションプラン

●各種資料のダウンロード（PDF形式）

無料

AD48

●自社ドメイン運用（月額）

12,960円（消費税込）

AD49

●バナー制作（2サイズ）

77,760円（消費税込）

AD50

●HTML+映像ファイルの買い取リ

別途
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広告掲載基準
CEATEC JAPANでは広告掲載に関して、
以下のように掲載基準を設けております。
CEATEC JAPANの独自広告媒体への掲載原稿を作成される場合は、広告掲載基準に準じた内容としてください。
広告掲載場所は申込順で、
掲載場所を決定させて頂きます。
一部の広告については、申込状況に応じて掲載方法等を変更させて頂くことがあります。

広告掲載基準
① 法律（景品表示法、不正競争防止法、個人情報保護法、その他各種業法を含む）、政令、省令、条約、公正競争規約に対する違反またはその恐れがある場合は掲載できません。
② 以下に該当すると判断される広告の掲載は、お断りいたします。

・責任の所在が不明確なもの ・内容およびその目的が不明確なもの ・内容に虚偽や誇大表示があり、
誤認・錯誤される恐れのあるもの

・法律、
条例、
条約に違反するもの、または、その恐れのあるもの ・当協会もしくは当協会の品位を損なうと判断されるもの
・人権侵害、差別、名誉毀損の恐れのあるもの ・公序良俗に反する表現と判断されるもの

・見た者が惑わされるもの、
不安を与えるもの、またはその恐れのあるもの ・暴力や犯罪、
賭博等を肯定・美化するもの
・他人の商標、
著作物等を許可無く利用したもの ・他人を誹謗中傷、
または排斥するもの、またはその恐れのあるもの
・当協会の円滑な運営に支障をきたすもの ・その他、当協会が不適切と判断したもの

千葉市広告掲載要綱（抜粋）
第５条 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 個人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) その他、
広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

前項に定めるもののほか、
広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、
別途定める。

千葉市広告掲載基準（抜粋）
（規制業種又は事業者）

第４条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年7月10日法律第122号）
で、
風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種

(3) 消費者金融の業種

(4) たばこ製造に関わる業種

(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(7) 民事再生法（平成11年12月22日法律第225号）及び会社更生法
（平成14年12月13日法律第154号）
による再生・更生手続中の事業者
(8) 各種法令に違反している事業者

(9) 行政機関からの行政指導を受け、
改善がなされていない事業者

(10) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年5月15日法律第77号）
第2条第2号に規定する暴力団をいう）
及び

暴力団員
（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう）
並びにこれらと関係を有している事業者

（掲載基準）

第５条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの

ア. 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
ウ. 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

イ. 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

エ. 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

オ. 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

カ. 非科学的又は迷信に類するもので、
利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

(2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア. 誇大な表現（誇大広告）の禁止
（根拠となる資料を要する。
） 根拠のない表示や誤認を招くような表現 例：
「世界一」
「一番安い」等
イ. 射幸心を著しくあおる表現の禁止

例：
「今が・これが最後のチャンス！
（今購入しないと次はないという意味）
」等

ウ. 人材募集広告については労働基準法
（昭和22年4月7日法律第49号）
等関係法令を遵守していないもの
エ. 虚偽の内容を表示するもの

オ. 法令等で認められていない業種・商法・商品

カ. 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ. 責任の所在が明確でないもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア. 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。
ただし、
出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、
その都度適否を検討するものとする。

イ. 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
オ. ギャンブル等を肯定するもの

ウ. 残酷な描写など、
善良な風俗に反するような表現

カ. 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

アド・メニュー&プロモーション・メニューに関するお問い合わせ

CEATEC JAPAN 運営事務局（一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会）プロモーションセンター
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1- 3 大手センタービル5階
電話：(03)6212-5233／FAX：(03)6212-5226／E-mail：contact2018@ceatec.com

エ. 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

