
出展者様向け広告メニュー 

■ ■ ■ ご注意 ■ ■ ■ 
 
 

複数エントリーの場合、 先着 となります。 
 

お申し込み開始   ２０１８年８月６日（月）正午より 
 

掲載内容や仕様は予告なく変更される可能性があります。 
すべての掲出物･掲載物は主催者および施設管理者等の審査･考査があります。 

2018年7月24日 version 
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展開エリア 品名 
メニュー 
番号 

掲出サイズ 数量 入稿締切 単価（税込） 

ホールB            
エントランス 

壁面グラフィック（自立パネル） Ａ W3000×H2700 ３面（※） 9月13日（木） 1面￥648,000 

フロアシート Ｂ W2400×H2400 ３面 9月13日（木） 1面￥324,000 

90インチモニター静止画・動画 C 90インチ 10枠 9月27日（木） 1枠￥108,000 

ホールB 

レジストレーション壁面パネル D-1 Ｗ1980×Ｈ2400 1面 9月13日（木） 1面￥302,400 

レジストレーション壁面パネル D-2 W2970Ｈ2400 ２面（※） 9月13日（木） 1面￥378,000 

壁面パネル E Ｗ3000×Ｈ2400 ２面（※） 9月13日（木） 1面￥432,000 

照明タワー F W990×H3000 
４面×２カ所
（※） 

9月13日（木） 1面￥162,000 

柱周り G Ｗ1980×Ｈ2700 ４面（※） 9月13日（木） 1面￥270,000 

案内板パネル H-1 
上 W990×H550 
下 W990×H750 ５面 9月13日（木） 1面￥162,000 

広告枠パネル H-2 W990×H3000 ５面 9月13日（木） 1面￥189,000 

ホールC               
エントランス 

グラフィックパネル I-1 Ｗ1460×Ｈ2870 10面（※） 9月13日（木） 1面￥302,400 

グラフィックパネル I-2 W1220×H2870 ３面（※） 9月13日（木） 1面￥280,800 

壁面グラフィック J Ｗ4000×Ｈ2400 ３面（※） 9月13日（木） 1面￥648,000 

フロアシート K Ｗ2400×Ｈ2400 ２面 9月13日（木） 1面￥270,000 

ホールC 

天吊りグラフィック L W6380×H3000 ２面 9月13日（木）  1面￥702,000 

案内板パネル M-1 
上 W990×H550 
下 W990×H750 ２面 9月13日（木） 1面￥162,000 

広告枠パネル M-2 W990×H3000 ４面 9月13日（木） 1面￥189,000 

全体広告料金表一覧 〈〈会場内〉〉 

（※）マークのついている広告メニューに関して、複数枠申し込みの場合の料金につきましてはお問い合わせください。 
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全体広告料金表一覧 〈〈その他広告〉〉 

品名 
メニュー 
番号 

掲出サイズ 備考 入稿締切 単価（税込） 

ネックストラップ N-1 応相談 8,000本 9月13日（木） ￥2,700,000 

ネックストラップ N-2 応相談 1,000本 9月13日（木） ￥540,000 

配布用マーケットバッグ O 応相談 3,500個 8月31日（金） ￥1,296,000 

リンクバナー P-1 オーダー後ご案内 メインサイト上部 9月5日（水） ￥108,000 

リンクバナー P-2 オーダー後ご案内 メインサイト下部 9月5日（水） ￥54,000 

リンクバナー Q オーダー後ご案内 マイページ上部 9月5日（水） ￥54,000 

公式ガイドブック広告ページ R Ｗ182×H257 9月18日（火） ￥162,000 

マーケットバックノベルティ同封サービス S A4サイズ以内 １種類 
10月12日（金） 

現物支給 
￥32,400 

イーゼル立てポスターパネルセット T B１タテ 
9月28日（金） 
ポスター現物支給 

￥21,600 

商談スペース卓上POP U A５タテ １セット 10個 9月13日（木） ￥162,000 
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会場内広告 
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会場内広告展開全体図 

文化会館ビル 4階 
Bホール 

Cホール3Fへ 

文化会館ビル 3階 
Cホール 

【Bホール会場内】 

【Cホール会場内】 

【Bホールエントランス】 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

【 Cホールエントランス】 
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【Bホールエントランス】 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

Bホール展開 

来場動線 常設看板型 

A A 

B 

壁面グラフィック 

B フロアシート 

（自立パネル） 

C 

C 90インチモニター静止画・動画 



P6 

【Bホールエントランス】壁面グラフィック 

Bホール展開 

・サイズ：全体 W3000×H2700 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：システム造作＋出力パネル 
・数量 ：3面(会場内1面) 

造作イメージ 
グラフィックイメージ 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

A 

A 壁面グラフィック（自立パネル） 
 

広告掲示箇所 
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【Bホールエントランス】フロアシート 

Bホール展開 

・サイズ：全体 W2400×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力シート貼り 
・数量 ：3面 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

造作イメージ グラフィックイメージ 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

B 

B フロアシート 
 

広告掲示箇所 
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【Bホールエントランス】90インチモニター静止画・動画 

Bホール展開 

媒体費・放映費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

造作イメージ 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

C 90インチモニター静止画・動画 
 

C 

※造作イメージ（ロゴ、グラフィック等）は広告用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

広告掲示 
箇所 

素材時間： 静止画放映は1素材１５秒放映 
        動画の場合は１素材最大２分程度を上限 
サイズ：  １６：９画角 ９０インチ放映 
入稿形式：  ＪＰＥＧまたはＭＰＥＧ 
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【Bホール】 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

壁面パネル 

来場動線 常設看板型 

E F 照明タワー G 柱周り 

来場者動線 

レジストレーション 
壁面パネル 

D-1 案内板・ 
広告枠パネル 

D-2 

H-1 

H-2 
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【Bホール】レジストレーション壁面パネル 

Bホール展開 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

レジストレーション壁面パネル 

・サイズ：全体 W1980×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力シート貼り 
・数量 ：1面 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 
※レジストレーションカウンターと重なる面あり 

グラフィックイメージ 

レジストレーション 
カウンター台位置 

広告掲示箇所 

D-1 

D-1 
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【Bホール】レジストレーション壁面パネル 

Bホール展開 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

・サイズ：全体 W2970×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力シート貼り 
・数量 ：2面 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 
※レジストレーションカウンターと重なる面あり 

グラフィックイメージ 

レジストレーション 
カウンター台位置 

広告掲示箇所 

D-2 レジストレーション壁面パネル 

D-2 
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【Bホール】壁面パネル 

Bホール展開 

・サイズ：全体 W3000×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力シート貼り 
・数量 ：2面 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

グラフィックイメージ 

来場者動線 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

E 

E 

壁面パネル 

広告掲示箇所 
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【Bホール】照明タワー グラフィックパネル 

Bホール展開 

F 

F 

・サイズ：全体 W990×H3000 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：4面×2箇所 

造作イメージ グラフィックイメージ 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

照明タワー 
 

広告 
掲示 
箇所 
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G 

Bホール展開 

【Bホール】柱周り 

G 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

造作イメージ 

グラフィックイメージ 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：全体 W1980×H2700 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：4面 

柱周り 
 

広告 
掲示 
箇所 
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【Bホール】案内板パネル 

Bホール展開 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：上 W990×H550、下 W990×H750 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：５面 
     ※図面プロット位置は仮設定となります。 
     ※設置位置の指定はできません。 

案内板パネル（自立式壁面グラフィック） 

グラフィックイメージ 

案内掲示 

広告掲示 
箇所 

広告掲示 
箇所 

H-1 
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【Bホール】広告枠パネル 

Bホール展開 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：全体 W990×H3000 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：５面 
     ※図面プロット位置は仮設定となります。 
     ※設置位置の指定はできません。 

グラフィックイメージ 

広告掲示 
箇所 広告枠パネル（自立式壁面グラフィック） H-2 
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【Cホールエントランス】 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

来場動線 常設看板型 

壁面グラフィック フロアシート J K 

来場者動線 

来場者動線 

グラフィックパネル I-1 I-2 
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【Cホールエントランス】グラフィックパネル 

Cホール展開 
造作イメージ 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：全体 W1460×H2870 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：10面 

造作イメージ 

グラフィックイメージ 

広告掲示 
箇所 

グラフィックパネル I-1 

I-1 
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【Cホールエントランス】グラフィックパネル 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

Cホール展開 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：全体 W1220×H2870 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：3面 

造作イメージ 

グラフィックイメージ 

広告掲示 
箇所 

グラフィックパネル I-2 

I-2 
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【Cホールエントランス】壁面グラフィック 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

Cホール展開 

J 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

J 

・サイズ：全体 W4000×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：システム造作＋出力パネル 
・数量 ：3面 

グラフィックイメージ 
壁面グラフィック 
 

造作イメージ 

広告掲示 
箇所 
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【Cホールエントランス】フロアシート 

Cホール展開 

グラフィックイメージ 

K 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

K 

・サイズ：全体 W2400×H2400 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力シート貼り 
・数量 ：2面 

フロアシート 
 

広告掲示 
箇所 
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【Cホール】天吊りグラフィック 
※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 

実際のものではありませんのでご了承ください。 

Cホール展開 

L 

L 

グラフィックイメージ 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

・サイズ：全体 W6380×H3000 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：ターポリン幕 
・数量 ：2面 

天吊りグラフィック 
 

造作イメージ 

広告掲示 
箇所 
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【Cホール】案内板パネル 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

グラフィックイメージ 

案内掲示 

広告掲示 
箇所 

広告掲示 
箇所 

・サイズ：上 W990×H550  下 W990×H750 
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：２面 
     ※図面プロット位置は仮設定となります。 
     ※設置位置の指定はできません。 

案内板パネル（自立式壁面グラフィック） M-1 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

Cホール展開 
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【Cホール】広告枠パネル 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
完全データ入稿 
（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談下さい） 

グラフィックイメージ 

・サイズ：全体 W990×H3000       
     (入稿サイズはお問い合わせください) 
・造作 ：出力パネル 
・数量 ：４面 
     ※図面プロット位置は仮設定となります。 
     ※設置位置の指定はできません。 

広告枠パネル（自立式壁面グラフィック） M-2 

広告掲示 
箇所 

※ホール内レイアウトは広告メニュー用サンプルです。 
実際のものではありませんのでご了承ください。 

Cホール展開 
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その他広告 
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ネックストラップ 

N 

・１色刷り（特色対応可）※色校正は別途料金が発生 
 

全来場者配布 

全関係者着用 

①８０００本想定 ②１０００本 

印刷費、材料費込み 
完全データ入稿（データ製作、修正が必要な場合は別途ご相談ください） 
１０００本単位でボディ・刷色の色分けが可能です。 

ネックストラップ 
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配布用マーケットバック 

O 

・３５００個想定 
・1色刷り（特色可） 

印刷費・材料費込み 
データ入稿 （データ製作 / 修正が発生する場合は別途） 
現物色校正は別途校正料が発生します 
同データであれば3種(3色)までは刷り分けアソートが可能です 
バッグカラーはお選びいただけません 
詳細仕様について、変更される場合もございます 

来場者に配布するマーケットバックの片面に広告が可能です。（片面はJCSロゴがはいります） 
会場内でのアイキャッチとしてお役立ていただけます。 

ベーシックなデザイン＆手頃な大きさのミニバッグは、毎日使いもできる便利な仕様になっております。 

例 

FRONT BACK 

配布用マーケットバック 
 

広告面 
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リンクバナー 

P 

媒体費、掲出作業費込み 
完全データ入稿 
 
※データ製作、修正が必要な場合は
別途ご相談ください。 
 

全関係者アクセス 

リーズナブル 

リンクバナーメインサイト上部 

リンクバナーメインサイト下部 

1枠（180×60px）※ 

× 最大5枠 
 

※バナーサイズはお申込み数により変
動する可能性があります。 

具体的なサイズはお申し込み後にご
案内いたします。 

【提出素材に関して】  
 
 ※後日ご案内いたします。 

掲載期間は９月２０日（木）～１１月３０日（金）の予定 

リンクバナー(メインサイト上部/下部) 
 

Japan Content Showcaseのメインサイト、 

上部と下部にバナーを提示します。 
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リンクバナー 

Q リンクバナー(マイページ上部) 
 

リングバナーマイページ上部 

1枠（180×60px）※ 

× 最大5枠 
 

※バナーサイズはお申込み数により変
動する可能性があります。 

具体的なサイズはお申し込み後にご
案内いたします。 

【提出素材に関して】  
 
 ※後日ご案内いたします。 

掲載期間は９月２０日（木）～１１月３０日（金）の予定 

全関係者アクセス 

リーズナブル 

媒体費、掲出作業費込み 
完全データ入稿 
 
※データ製作、修正が必要な場合は
別途ご相談ください。 
 

マイページの上部に 

バナーを提示します。 
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公式ガイドブック 

R 公式ガイドブック広告ページ (純広カラー１ページ) 
 

【提出素材に関して】  
 
 ■サイズ    ： 257×182ミリ 
 ■解像度     ： 原寸大で350dpi 
 ■データ入稿形式 ： イラストレーターCS5まで 
  
 ■広告は裁ち落とし形式になります。 
  フレームはつきません。 

来場者の皆様へ配布する公式ガイドブック内にて、 
広告ページを掲載して頂くことが出来ます。 
 
データ入稿（データ製作/修正が発生する場合は別途） 

本紙校正は別途校正料が発生します。 
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S マーケットバックノベルティ同封サービス 
 

来場者の皆様へ配布するマーケットバッグの中に御社のノベルティ販促品を 
梱包させていただきます。 
 
配布物現物支給 
梱包可能なノベルティ・販促品は、メモパッド・マウスパッドなどA4サイズ以内 
 
 

リーズナブル 

※ 1種類に付き、3,000〜3500個程度 

マーケットバックノベルティ配布 
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イーゼル・ポスターパネルセット 

T イーゼル・ポスターパネルセット 
 

媒体費・材料費込み 
B１サイズ以下のポスターを現物支給 
（データ出力 / データ製作 / 修正が発生する場合は別途） 
入稿期日：後日ご案内 
 
※現在計画中につき、配置エリアについては後日ご案内致します。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiu3P-9l_7UAhUDNrwKHWp0CesQjRwIBw&url=http://www.askul.co.jp/s/4001001-40010010004-0107003/&psig=AFQjCNFmM-9nN3BOla4XhiCBh-XxSJFFbA&ust=1499757841294224
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商談スペース卓上POP 

U 

・A5 W148×H210×2面 アクリルスタンド 
 
 

商談テーブル上に設置します。 

商談スペース卓上POP 
 

媒体費・出力費・施工費・材料費込み 
データ入稿（データ製作 / 修正が発生する場合は別途） 
入稿期日：後日ご案内 
 
※詳細エリアについては後日ご案内致しますが、 
 バイヤーズラウンジ、フリー商談スペースでの設置予定となります。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi198Ojlf7UAhUJXbwKHeboAjcQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2138669238207199501&psig=AFQjCNFz4RBeXnufiGFmrmQHib0xS8X3RQ&ust=1499757214378458

