
第15回DIA日本年会 2018
出展及び特別協賛のご案内

大会開催概要
名称 ： 第15回DIA日本年会
会期 ： 2018年11月11日（日）～13日（火）
会場 ： 東京ビッグサイト 会議棟

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
Tel. 03-5530-1111

大会参加予定者 ： 1,200名以上を予定
プログラム ： 詳細は決まり次第ご案内いたします。

• 申込方法
出展申込用紙（英文）にて、契約内容についてご了承の上、お申込みください。
尚、出展内容が本会の趣旨にそぐわない場合は、お申込をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

• お支払い
お申込時に、ご請求申し上げます。基本は英語の請求書ですが、日本語をご希望される場合その旨ご連絡ください。
振込手数料は、御社にてご負担ください。

• 出展者による出展契約の変更または取り消し
変更または取り消しについては所定のキャンセル料を申し受けます。
詳細は申込用紙をご確認ください。

• 当日までのスケジュールなど
① ブースの出展

ブース番号は、お申し込みの際に第３希望までお聞きして、原則お申し込み順に優先となります。
出展マニュアルは事務局より配布させていただきます。 （10月1日以降予定）

② その他企画
お申込が確定しましたらマニュアルを事務局より配布させていただきます。

出展社サイト
出展社のサイトを作成します。 （7月以降の予定）
サイトには企業名・ロゴを掲載（ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・シルバーのみ）し、更に企業情報のご案内ができるためのサイトを用意
します。サイトの情報はDIAより予め年会の参加者にご案内いたします。出展の内容とか、新しい製品・サービス・戦略のご紹介にご利
用下さい。

2018の新しい企画
2018年の新しい協賛として；
① フロアへの立て看板設置(Self-standing Advertising Stand)
- 貴社の宣伝用の広告の看板を設置します

② DIA日本年会のWEBサイトへのバナー広告
- 貴社のロゴを掲載して、貴社のホームページへリンクを付けます

What’s new in 2018

企業展示ブース
1. 出展料 （いずれも税別）

１スペース小間 6.125㎡ 400,000 円
２スペース小間 12.25㎡ 700,000 円
３スペース小間 18.375㎡ 1,000,000 円
４スペース小間 24.25 ㎡ 1,250,000 円

2. 小間仕様
１スペース小間 6.125㎡ （W2475mm×D2475mm）
＊スペースのみの提供になります。

3. 募集小間数 64 小間
4. 年会以外のイベントに展示された企業は10%割引になります。

（2018年1月～ ）

アカデミア展示ブース
1. 出展料

１スペース小間 3.22㎡ 100,000円（税別）
スペースの小間代には上記のテーブルと椅子２脚、電源以外は一切の備品は含まれておりません。

2. 小間仕様 （卓上展示）
１スペース小間 3.22㎡（W2300mm×D1400mm）
テーブル （W1800mm×H700mmｘD450mm）x 1台 椅子 ×2脚 が含んでいます。

3. 募集小間数 7 小間

※ 展示会場ではWi-Fiをお使いいただくことが出来ます。

展示ブース

お申し込みに関してのご注意

【出展時間】
11月11日（日）12:00-19:00
11月12日（月） 9:00-19:00
11月13日（火） 9:00-16:00
＊搬出搬入のスケジュールはお申込み後に配布させて

いただく出展要項でお知らせいたします。
また時間帯はプログラムの変更により変わる場合が
ございます。

【オプションプラン】
ブースの構築や、備品はいずれも実費になります。
備品レンタルなど必要な追加資材をお申込みいただけ
ます。

※7月中旬より詳細をDIA Japanからご案内します。

お問い合わせ・お申し込み先（一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン）
下記の担当者までお問合わせください。

須佐秀雄 hideo.susa@diaglobal.org TEL: 080 5697 6836

mailto:hideo.susa@diaglobal.org


プラチナ・サポーター
1. 協賛費

980,000 円（税別）

2. 募集枠 2 社
3. 特典

1) ランチョンセミナー @6F 605/606 （200名収容可）
出席者には事前登録制で申し込みを受け付けます。
また出席予定者には出展社から直接ご案内が出来るように手配いたします。

2) 追加で３名のセッションパスを発行します。
3) 1F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示い

たします。
4) ビッグサイト地上入口の看板において、DIA 年会の案内と貴社名及びロゴ

を「Thank you to」として表示いたします。
5) エスカレータホールの案内看板に貴社名及びロゴを「Thank you to」として

表示いたします。
6) プログラムに広告（A4サイズ）を掲載いたします.。
7) スタンプラリカード（後述）の裏に貴社名及びロゴを「Thank you to」とし

て表示いたします。
8) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。
9) セミナー会場でのお弁当は自己負担でグレードを上げることが可能です。

ゴールド・サポーター
1. 協賛費

680,000 円（税別）

2. 募集枠 6 社
3. 特典

1) ランチョンセミナー 1Fまたは6Fのセミナー会場 （100名以上収容可）
2) 追加で２名のセッションパスを発行します。
3) 出席者には事前登録制で申し込みを受け付けます。また出席予定者には

出展社から直接ご案内が出来るように手配いたします。
4) 1F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示い

たします。
5) プログラムに広告（A5サイズ）を掲載いたします。
6) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。
7) セミナー会場でのお弁当は自己負担でグレードを上げることが可能です。

シルバー・サポーター
1. 協賛費

300,000 円（税別）

2. 募集枠 5 社
3. 特典

1) コーヒーブレイク・プレゼンテーション
予定時間帯 ： コーヒーブレイクタイム（10分）
会 場 ： 展示場内 Innovation Theater
時間帯は後日お知らせし、希望を承ります。

2) 追加で１名のセッションパスを発行します。
3) 1F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to 」として表示

いたします。
4) プログラムに広告（A5サイズ）を掲載いたします。
5) 会場にはコーヒーや焼き菓子を用意します。
6) 名刺交換の受付台を準備します。

ウェルカムランチ・レセプション
1. 協賛費

700,000 円（税別）

2. 募集枠 1 社
3. 特典

1) 11月12日（日）の ランチタイムに「ウェルカム・ランチ」を開催して頂きます。
2) 昼食はバイキングスタイルになります。食べ物・飲み物も含まれています。

（100名分）
3) 会場には広告用のテーブルやパネルを設置することが出来ます。
4) DIA年会への出席者には予め案内します。
5) 名刺交換の受付台を準備します。
6) 時間：12:00-13:00
7) 会場： 展示場内

特別協賛のご案内 -1



プレミアム・ドリンクサービス
1. 協賛費

100,000 円（税別）
• コーヒーブ－ス、コーヒー代やカップ代は含みません。
• コーヒー１杯：300円
• ご要望に応じて ロゴ入りコーヒーカップなどご用意出来ます。50,000円～

2. 企画内容
ブースにてプレミアム・コーヒー、その他のドリンク、軽食等を訪問者に提出来ます。

3. 提供品目
Premium Coffee、カフェラテ、ジュース、紅茶、ジュースもしくはプチケーキなど。

スタンプラリー
概要
• DIA年会参加者全員に、スタンプラリー・カードを配ります。
• このカードを使って、各出展企業を訪問し、情報交換し、

最後にスタンプを押していただきます。
• 景品は、人気のあるIT関連の物を含め、DIAで用意します。
• カードには企業名及びロゴを記入します。
• 全部クリアされた方には、参加賞を受付にて差し上げます。
（スタンプの数によってグレードが違います）。

• 景品は抽選の結果をもって、後日DIAから発送します。
• 下記の協賛を募集します。

1. 広告協賛費
20,000 円（税別）

2. 募集枠 20 社
3. 概要

スタンプラリーカードにロゴ及び社名を掲載します。

プログラム広告掲載
1. 発行部数 ： 1,000部～1,200部
2. 入稿方法（イラストレーターファイル）

広告原稿の受け渡しに関しましては、別途事務局より
ご連絡いたします。
指定のデータ納品が難しい場合は、データ加工費用が
掛かる場合がございます。

特別協賛のご案内 -2

※写真は昨年の例です

A5サイズはA4の1/2ページです

※写真は昨年の例です

昨年の景品の例

½ Page = H128mmxW185mm

A4掲載箇所 サイズ カラー 募集数 金額（税別）
表2 A4 4C 1 120,000円
表3 A4 4C 1 100,000円

記事中 A5 4C 制限無し 30,000円
記事中  A4   1ページ 4C 制限無し 50,000円

掲載箇所 サイズ カラー 募集数 金額（税別）
記事中 A5 4C 制限無し 50,000円
記事中  A4   1ページ 4C 制限無し 100,000円

広告出稿料【出展社特別料金】

広告出稿料【一般】

A5



SUPPORT PACKAGES CATEGORIES - 2
広告立て看板
1. 企画内容

フロアに貴社の広告の立て看板を設置します
2. 設置場所

会議棟１階のフロアか６階のフロア
3. 協賛費

１枚 100,000円（税別）
2枚 150,000円（税別）

4. その他
デザインは自由です
印刷及び設置はDIAにて行います
設置期間はDIA日本年会開催中です

コングレスバッグインサート
1. 企画内容

参加者全員に配布するコングレスバックに、貴社の広告やブースの案内状、ノ
ベルティーグッズの

引換券などをA4サイズで１部を、入れることができます
2. 配布対象

DIA 日本年会参加者 約1,000～1,200名
3. 配布時期

開催当日、受付にて配布いたします
4. 協賛費

１件 30,000円（税別）
※プラチナ・サポーター及びゴールド・サポーターとして協賛されている企業は

無料にて、本企画に参画いただけます
5. その他

封入作業はDIA事務局にて行います
印刷は貴社にてお願いします
封入物の納品に関しては後日ご連絡させていただきます

DIA日本年会展示サイトへのバナー広告
1. 企画内容

DIA日本年会展示サイトに貴社のロゴを掲載し、ご希望のサイトへリンク
を付けます

2. 協賛金
20,000円（税別）

サイバーラウンジ (Wi-Fi ）

本年会では、無線Wi-Fi の設置、モバイル端末やLaptop の充電器を自由にご
利用できます
1. 企画内容

・ 企業ロゴを「Thank you to」としてラウンジのスタンドに表示します
・ 協賛企業様の販促資料をラウンジ内に置かせていただきます

※資料内容は、DIAジャパンの事前承認が必要です
・ Wi-Fi が立ち上がった時に御社のホームページが表示されるようにします

2. 協賛費
200,000円（税別）

（製作費等についてはDIAにご相談ください）

DIA 日本年会 案内看板 （ビッグサイト）
企画内容
ビッグサイト地上入口の看板において、DIA 年会の案内と貴社名及びロゴを
「Thank you to」として表示いたします

1. 協賛費 50,000円
2. 募集数 4 社

特別協賛のご案内 -3

※写真はイメージです。
（コングレスバッグ）

(右)東京ビッグサイト入口の案内板
※写真は昨年のイメージです。

※写真はDIA USの例です

Thank you to

※写真はイメージです

ロゴ&リンク
※昨年のイメージです



ブース構築の申込受付
Please order your booth construction to e-mail： diajapan2018@branco.jp

株式会社ブランコ
15th DIA Japan Annual Meeting 2018 Official Service Provider
Branco Inc. Tokyo Head Office
www.branco.jp

Exhibit Booth 2018

Academia Booth (Table Top)

135,000 （税込み） 100,000 （税込み）

100,000 （税込み） 80,000 （税込み）

33,000 （税込み） 11,000 （税込み）

Academia Booth (Table Top)

ライト付

ライト付

mailto:diajapan2016@branco.jp
http://www.branco.jp/


DIA JAPAN 2018 –第15回DIA日本年会-

装飾に関しての注意事項

● 小間装飾に関して

・パッケージ小間 Type_A、B、C、D、及び特装小間は「W2475ｍｍxD2475ｍｍ」を1小間とします。

・パッケージ小間 Type_E、F、は「W2475mmxD1200mm」を1小間とします。

・全ての小間は会場床面からH2700を高さ制限とします。

・イベント期間中、上記制限をはみ出しての装飾（テーブル、イス、サイン、等含む）を禁止します。

・隣接小間のある壁面パネルの取外し及び追加を原則禁止します。

但し、隣接小間（出展社）の同意がある場合に関しては壁面パネルの取外し及び追加を認めます。

・パンチカーペット及び下地用ベニヤはパッケージ小間に含まれません。

・会場床面がカーペット仕上の為アンカー打設を禁止します。

● 仕上げ材に関して

・ビッグサイト会場使用規定により、表具（経師）での仕上げを禁止します。

● 電気に関して

・出展小間1小間につき「2口コンセントx1個/500W」を供給します。
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