
問い合せ先 出展者ヘルプデスク　9:30～18:00（土日・祝日を除く）
TEL ≫ 03-6809-1635　E-mail ≫ helpdesk@k3c.co.jp

（イメージ）

来場者との接点を増やして
製品の魅力と情報を広く伝える！
来場者との接点を増やして
製品の魅力と情報を広く伝える！

展示会場内出展者セミナー（ソリューションプレゼンセミナー）
会場内に設けたセミナーステージにおいて、出展者がブース展示だけでは表現できない
自社製品・技術や、ユーザーへの導入事例等をターゲット層へプロモーションできます。

シアター形式形 式

70席（予定）座席数

※上記以外の備品の準備、資料配布などは発表会社にて行ってください。
※その他の備品が必要な場合は出展者負担となります。
　司会なども、ご手配ください。

演台、液晶プロジェクター、スクリーン、
音響設備（マイク・スピーカー）、イス（70席予定）

セミナースケジュールは
事務局までお問合せください。

付帯設備・備品

30分
無料

発表時間

聴講料

利用時間帯の決定は、
原則として申込順とします。申込規定

特典
2

公式HPや招待状に
セミナー情報を掲載します。

特典
1

過去来場者に向けてメール配信で
セミナーの告知を行います。

特典
3

当日受付参加者名刺コピーを
ご提供

特　　典出展者セミナー活用例

セミナー内にて製品を実際に見たい方向けにブースへの
来場を案内。セミナー終了後に関心度の高い来場者が
ブースへ訪れ商談成立を目指す。

活用例
1

自社プレスリリースやメルマガにて
セミナーをフックに来場告知。
会期中もセミナー実施を告知し更なる集客を目指す。

活用例
2

過去会場風景

公式ホームページへのセミナー情報の掲載
招待状へのセミナー情報の記載

9月中旬より掲載（予定）
※2023年7/21（金）までに、セミナーのお申込と、発表テーマのご提出がお済みの企業に限ります。

サービス内容 備考

料金（税込）／1セッション

出展者以外

出展者

¥220,000

¥165,000

会期 l

会場 l東京ビッグサイト 東展示棟
2023年11月15日水▶17日金10:00～17:00

オプションメニューのご案内

10月10日火 ※一部メニューを除く申込締切日

出展効果をより高める各種広告出稿等のご案内を掲載しています。

お申込みはこちらから▶
https://school.jma.or.jp/s/yH8oI

ジャパンホームショー第45回

トイレ産業展第9回

ふるさと建材・家具見本市第18回

団地・マンションリノベーション総合展第7回

店舗・商業空間デザイン展第9回

イノベーションオフィス総合展第6回

リノベ展第2回

解体総合展第2回

2023

2023



実演・体験・デモスペース

種類 価格（消費税10%込）

デモスペースのご用意
（ミニブース程度の大きさを予定）

提供期間

2023年
11月15日（水）～17日（金）¥330,000

会場内ストックルーム

価格（消費税10%込）
鍵付2㎡（ドア仕様）
¥55,000

展示スペースを有効に活用いただくため
に、会期中の資料置き場、更衣室、バック
ヤードとしてご活用いただけます。

2.0㎡（ドア仕様）
サイズ：間口約2m、奥行き約1m、高さ2.7m

①ストックルームは出展者の責任において管理いただきます。盗難事故について事務局は一切責任を
　負いません。
②喫煙所・調理場などとして利用することはできません。

注意

スペース ： 2.0㎡（間口、奥行のサイズは設置場所によって変わります。）
仕様 ： システムブース仕様、鍵付
利用期間 ： 2023年１１月１４日（火）～１７日（金）

概　要

※２㎡を1単位として複数お申し込みの場合、連結可能です。
例）２枠お申し込み（4㎡を１棟）／4枠お申し込み（8㎡を１棟）

セミナー協賛広告
セミナーの開始前に、会場内のスクリーンへ広告を表示できます。
セミナー聴講者へピンポイントなPRが可能です。

広告スペース

リアルに見て知って理解をしてもらうために貴社ブースにとどまらず
事務局が用意するデモスペースでさらなる注目度を集めませんか？

種類 価格（消費税10%込）
ソリューションプレゼン

セミナー会場

配信期間
2023年

１１月１５日（水）～１７日（金）
¥220,000

①完成データをご支給いただいた際の価格となります。データ作成は別途作成料を申し受けます。
②サイズや提出方法・データバージョンなどについては　別途ご案内いたします。注意

●3日間で1,000名以上が参加する講演会場にて
貴社広告掲載が可能。
●ブース誘導にもお使いいただけます。

事務局オススメPoint

※写真はデモ実演イメージです。

※ミニブース W1,980mm×D1,980mm×H2,700mm

3社限定

●実演企業は公式HP、会場内案内物等で告知します。
●タイムスケジュール看板をご用意します。

事務局オススメPoint

コーナーブース（２面開放）指定権
本指定権をお申込みいただきますと、
コーナーブース（2面開放）をご用意いたします。
価格（消費税10%込）

¥88,000

壁
コーナーブース
指定権

例）
　　　1ブース申込で
　　　コーナーブース指定の場合
　　　2ブース申込で
　　　コーナーブース指定の場合

※ブース位置は出展規定に基づき事務局が決定いたします。
※1～2ブースの出展者が対象です。

数量限定・先着順

●人気No1メニューです。
●広い会場内において、ブースの開放面を
増やすことで気軽に立ち寄ってもらうこ
とができ、来場者との接点を増やすこと
ができます。

事務局オススメPoint

申込締切日：7月21日（金）

会場内外装広告

840

1
3
8
0 広告

スペース

設置場所 ： 事務局で決定いたします。　掲示日 ： ：2023年11月15日（水）～17日（金）概　要
①価格は設置およびデザインのイラストレータデータ（CS）支給の価格となります。デザインを原稿から作成する場合は、別途原稿作成料を申し受けます。
②会場内設置にあたり広告ボード・シートなど現物の提供は受け付けません。

注意

片面
840×1,380
¥110,000

広告面
サイズ（W×H）mm
価格（税込）

片面
1,200×1,800
¥330,000

広告面
サイズ（W×H）mm
価格（税込）

3 1面
3,600×2,700
¥880,000

4 2面
3,600×2,700
¥990,000

5 3面
3,600×2,700
¥1,100,000

広告面
サイズ（W×H）mm
価格（税込）

1 誘導看板広告 2 ホール入口広告 3,4,5 ホール内バナー（8ブース以上の出展者）

202
1

1200

0
0
8
1

0
5
4

広告
スペース

202
1

3600

2
7
0
0 広告

スペース

※ブースの位置によってはバナーが掲示できない場合がございます。詳しくはお問い合せください。

会場案内図広告
会期中、全来場者に無料配布される会場案内図に
掲載される広告です。来場者の目にとまる効果の
高い広告です。場内のナビゲーターとしても活躍する
会場案内図は、来場者の持ち帰り率も抜群です。

●「会場案内図」掲載イメージ

価格（消費税10%込）

¥55,000

10社限定

●出展者数が多いため、1～2ブースの場合
は特に会場図面から埋もれてしまうことが
多いです。視覚的に自社をPRしブース誘
導をすることが可能です。
●常連出展者が多い本展において、新製品や
初出展の場合には特におすすめです。

事務局オススメPoint

申込締切日：7月21日（金）



ホームページバナー広告
閲覧数が会期前には約140,000PVある本展ウェブサイトの
トップページにバナー広告を掲載します。

価格（消費税10%込）
¥165,000

掲載場所・価格 ： 公式ウェブサイト（トップ）
発行日 ： 2023年10月～11月（予定）

概　要

①データをご用意いただきます。データ作成は別途作成料を申し受けます。
②サイズや提出方法・データバージョンなどについては別途ご案内いたします。注意

バナー広告枠 バナー広告枠 バナー広告枠

※右記はイメージ図です。実際とは異なる場合が
　ございますので、ご了承ください。

掲載位置（トップページの例）

●来場者の多くが訪問する公式HPにて会期の事前・事後
にPRが可能です。
●バナーのリンク先は1リンク設定可能です。貴社でご用
意する製品紹介URLのリンク設定も可能です。

事務局オススメPoint

13 15

13 15

南3

南3

会期前メール配信広告
事務局より展示会の過去の来場者に向けて配信する来場動員メールに「注目の出展企業」としてヘッダー広告を
掲載します。新製品のお披露目や、デモの案内ブースへの誘導効果を高める一助として活用ください。

入稿原稿 35文字×6行（URL含む。）データ（PDF、画像など）の添付は不可とします。
入稿・配信スケジュールは申込受付後、ご案内いたします。注意

種類 配信期間
会期前メール配信広告（1回） 2023年9月～11月（予定）

※右記はイメージ図です。実際とは異なる場合が
　ございますので、ご了承ください。

掲載イメージ

価格（消費税10％込）
￥99,000

広告
スペース

広告
スペース

ウェブサイトメインビジュアル広告
本展ウェブサイトトップページのメインビジュアル
に、広告スペースを用意できます。
展示会開催前の強力な告知活動になります。

種類
公式ウェブサイト
（メインビジュアル）

配信期間

価格（消費税10％込）

2023年10月～11月
（予定）

¥880,000

①完成データをご支給いただいた際の価格となります。
　データ作成は別途作成料を申し受けます。
②サイズや提出方法・データバージョンなどについては
　別途ご案内いたします。

注意

品目 価格（消費税10%込）
来場用データスキャンシステム基本料（専用iPad1台）

単位

オプション 価格（消費税10%込）単位

1社 ¥55,000
専用iPad追加レンタル（1台につき） 1台 ¥36,300

出展者アンケート設定（最大80回答 ： 複数選択可能） 1セット ¥11,000
モバイルWi-Fiルーター
※iPadにはdocomo製のSIMが装着しています

※iPadを保護するジャケットになります（首から掛けられます）

1台 ¥11,000

ネックストラップケース 1個 ¥2,200

記者発表会場レンタル
展示会場にて、記者発表会を実施できます。展示会の出展と記者発表会の実施を
両立でき、来場者だけでなくメディアへの効果的なPRのためにご活用ください。

種類 価格（消費税10%込）

記者発表会場レンタル

座席数

100席（予定）

期間

半日 ¥550,000

①メディア関係者の動員をお約束するものではございません。
　記者発表会の開催はご出展者様自身が主体となり行っていただきます。
②終了時刻までに、イベントステージからの完全撤収をお願いいたします。

注意

付帯設備・備品 演台、液晶プロジェクター、スクリーン、音響設備 受付スタッフ 2名

データ納品方法 出展者マイページよりダウンロード可能

データ納品時期 リアルタイムでダウンロード可能

来場者データスキャンサービス
ブースでの効率的な情報収集と、運用にかかる労力の省力化をサ
ポートする来場者データスキャンサービスをご用意します。
直感的に操作可能でシンプルにお使い頂けます。
効率的に来場者の情報を把握することが可能です。

入場証QRコードを
出展者ブースにて、
スキャン

アプリにより来場者の情報を
見ながら商談ができます。

ブース装飾サービス（スマート装飾プラン）　
ブース装飾の設営から撤去まで一括して事務局指定装飾会社で行うプランです。
カーペットや社名サインなど予め決められた基本的な備品が一式ついています。
２ブース以上やその他のプランも用意しています。スマート装飾プランについては、公式HPをご覧ください。

価格（消費税10%込）
¥132,000

イメージ図

パラペット 社名サイン 社名版ベーシックプラン[おまかせタイプ］

仕様（単位：mm）

W2,970×D2,970×H2,700(単位 : mm）1ブース

パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板（法人の種類抜き : W2400×H300）
受付カウンター
貴名受
カタログスタンド（A4縦・12段）
折りたたみ椅子
会議テーブル（W1800×D450×H730）

1式
1式
1枚
1台
1個
1台
1脚
1台

会議テーブル用白布（3面巻）
LEDスリムライト（２１W）
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事（100V/1.0kW）
電気使用料（1.0kW/搬入日～会期中）

1式
1灯
2灯
1個
1式

※社名サイン、社名板デザイン部、カーペットの色をこちら
の色見本よりお選びいただけます。　※説明パネルはプラ
ンに含まれておりません。　※備品の変更はできません。

●ブース出展に必要な装飾が揃うため、準備にかかる時間を大幅にカットできます。
●展示会全体の装飾を担当する会社が設営から撤去まで一括して担当するため、
展示会搬入期間から会期中もスムーズな対応が可能です。

事務局オススメPoint

申込締切日：7月21日（金）

申込方法
8月末～9月の出展者
説明会でご案内します

※サービス詳細は「出展の手引き」にてご確認ください。
※お申込みは本展の出展者に限らせていただきます。



※上記はイメージ図です。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

みどころインタビュー掲載広告
本展ホームページに貴社のインタビュー記事を掲載することで、貴社の出展製品や
見どころをさらに詳しくアピールできるとともに、貴社ブースへの集客をサポートします。
会期前から来場者事前登録など多数のアクセスする為、広告効果は抜群です。

10社限定

案内状広告
約40万部（前回実績）を作成･配付する案内状に貴社の広告を掲載します。
事前に貴社の出展を告知でき、商談チャンスが広がります。

※サイズや広告データ提出方法などについては申込企業に別途ご案内いたします。
※価格はすべて広告データ支給の価格となります。データから作成する場合は、別途データ作成料を申し受けます。　

価格（消費税10%込）
¥1,100,000

3社限定

※拡大図

日本能率協会
ブース番号：C6-000

一般社団法人 日本能率協会
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

※広告イメージ

掲載例

日本能率協会
ブース番号：C6-000

一般社団法人 日本能率協会
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

日本能率協会
ブース番号：C6-000

一般社団法人 日本能率協会
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

種類 価格（消費税10%込）
インタビュー
ページ

配信期間
2023年9月～
会期最終日まで

限定数

10社 ¥220,000

①お申込みは本展の出展者に限らせていただきます。
②限定数に達した時点で申込締切とします。
　（1出展者当たりのお申込みは上限1枠）

注意

●インタビュー記事の2次利用可能。
今後の営業活動にもご自由に      
ご活用いただけます。
●公式HPの人気コンテンツである
インタビューページに掲載します。

事務局オススメPoint

商談室
使い方いろいろ！自社のプライベート空間に。
VIPとの商談、プレス発表会、理事・役員会など使い方はいろいろ。
会期中3日間ご利用いただけます。

広さ 価格（消費税10%込）

1部屋あたり約62m²（東京ビッグサイト東展示棟） ¥55,000
1日あたり

付帯設備・備品 長テーブル4台、イス8脚

申込締切日：7月21日（金）

Memo


