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広告・スポンサー概要

【広告概要】

◼ 来場者登録を行うため、必ず公式サイトにアクセス

情報収集や来場者登録のために、開催前から非常に多く

の人が訪れる展示会の公式サイト。露出度の高いWEB

広告は専門性の高いターゲット層へ効率よくPRするの

に最適です。掲載期間内の原稿差替も可能で、さまざま

なプロモーションに活用できます。

◼ 約3万人が受信しているメールニュース

過去の展示会の来場者など、約3万人に向けてメール

ニュースを配信しています。メールニュース広告は製品

やサービスをピンポイントで訴求するのに有効です。

ブースへ誘導することで集客アップも期待できます。

◼ アクセスレポートを活用した効果測定が可能

展示会終了後に、広告バナーの表示回数、クリック回数

を記載したレポートをお送りします。
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【スポンサー概要】

◼ 貴社の認知を高める会場内のロゴ掲示

来場者に配布する会場案内図をはじめ、会場案内板、受

付カウンター、会場への誘導板など、会場内の各所に企

業ロゴを掲示します。来場者へのPR・ブランディング

に効果的です。

◼ 角位置のブースで集客チャンス増

スポンサー企業の展示ブースは角位置に配置します。さ

らに、ゴールドスポンサーとプラチナスポンサーの展示

ブースは会場の入口付近に配置します。

◼ メールニュースやWEBサイトで幅広くアプローチ

ゴールドスポンサーとプラチナスポンサーは、メール

ニュースに広告を掲載できます。また、プラチナスポン

サーの企業ロゴはWEBサイトやノベルティにも掲載し

ます。さまざまな場所・方法で幅広いPRが可能です。



早期割引
テキスト広告、レクタングルバナー広告の2種類において、3/24（金）までにお

申込みいただいた場合に限り、通常価格より10％OFFいたします。

セット割引
テキスト広告、レクタングルバナー広告、メールニュース広告の3種類において、

いずれか2種類以上を同時にお申込みいただいた場合に限り、通常価格の合計より

20％OFFいたします。詳しくはお問い合わせください。
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広告早期割引・セット割引のご案内

※早期割引とセット割引は併用可能です。
その場合は早期割引価格（10％OFF）からさらに20％OFFいたします。



テキスト広告・レクタングルバナー広告

レクタングルバナー広告

画像センシング展のWEBページの赤枠部分に、ラ

ンダムで3ヶ所以上にローテーション表示されま

す。ご希望のWEBサイトへ誘導でき、掲載期間内

（3ヵ月間）の原稿差替も可能です。

※掲載期間：4/1（土）～6/30（金）

※画像サイズ：幅300pixel×高さ250pixel

※画像形式：JPEGまたはGIF
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テキスト広告

画像センシング展のWEBページの青枠部分に、ラ

ンダムでローテーション表示されます。ご希望の

WEBサイトへ誘導でき、掲載期間内（3ヵ月間）

の原稿差替も可能です。

※掲載期間：4/1（土）～6/30（金）

※原稿：全角40文字以内



■フッタ広告枠■ヘッダ広告枠

メールニュース広告
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メールニュース広告

過去に展示会へご来場いただいた方など、

約3万人に向けて配信します。

広告は青枠部分（ヘッダまたはフッタ）

に掲載されます。ご希望のWEBサイト

へ誘導します。

※原稿：全角38文字×5行 + URL1行

※配信日はP.9参照

c
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スポンサーの種類 ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ

価格（税抜） 50,000円 100,000円 300,000円 800,000円

特典1 会場案内図にロゴ掲載 〇 〇 〇 〇

特典2 会場案内板にロゴ掲載 〇 〇 〇 〇

特典3 ブースを角位置に配置 〇 〇 〇 〇

特典4 来場者受付カウンターにロゴ掲載 〇 〇 〇

特典5 展示会場への誘導板にロゴ掲載 〇 〇 〇

特典6 画像機器総覧 デモ展示にロゴ掲載 〇 〇 〇

特典7 セミナー会場入口にロゴ掲載 〇 〇

特典8 メールニュース広告 〇 〇

特典9 ブースを会場入口付近に配置 〇 〇

特典10 画像センシング展WEBサイトにロゴ掲載 〇

特典11 画像機器総覧WEBサイトにロゴ掲載 〇

特典12 ノベルティバッグにロゴ掲載 〇

特典13 出展社セミナー（別途有料）の講演枠の選択権 〇

スポンサー特典一覧



1. 会場案内図【ロゴ】

来場者に配布する会場案内図にロゴを掲載します。

2. 会場案内板【ロゴ】

展示会場入口に設置する会場案内板にロゴを掲載

します。

3. ブースの角配置

貴社の展示ブースを角位置に配置します。ただし、

場所の指定はできません。

4. 来場者受付カウンター【ロゴ】

展示会場入口の来場者受付カウンターにロゴを掲

載します。

5. 展示会場への誘導板【ロゴ】

パシフィコ横浜会場内の各所に設置する展示ホー

ルへの誘導板にロゴを掲載します。

6. 画像機器総覧 デモ展示【ロゴ】

展示会場内の画像機器総覧デモ展示の壁面にロゴ

を掲載します。

7. セミナー会場入口【ロゴ】

セミナー会場入口付近にロゴを掲載します。

スポンサー特典概要

8. メールニュース広告

メールニュース（6/12配信）のフッタ広告を１枠

提供します（P.5参照）。

9. ブースの会場入口付近配置

貴社の展示ブースを会場入口付近に配置します。た

だし、ゾーン指定の場合はその限りではありません。

10.画像センシング展WEBサイト【ロゴ】

画像センシング展のWEBサイトにロゴを掲載しま

す（P.8参照）。

11.画像機器総覧WEBサイト【ロゴ】

画像機器総覧のWEBサイトにロゴを掲載します

（P.8参照）。

12.ノベルティバッグ【ロゴ】

来場者に無料配布するノベルティバッグにロゴを掲

載します（P.8参照）。

13.出展社セミナー（別途有料）の講演枠の選択権

出展社セミナーの講演枠（日時）を選択できます。

ただし、希望講演枠の受付締切日は3月10日（金）

です。複数企業で希望が重複した場合は、出展社セ

ミナーの申込枠数の多い企業の希望を優先します。
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ノベルティバッグ

ノベルティバッグ（A4サイ

ズ）に企業ロゴを掲載します。

バッグは入口付近や休憩コー

ナーなどに置いて配布します。

※デザインについては事務局に

一任いただきます。

※バッグは濃い色、ロゴの色は

白色となります。

プラチナスポンサー特典ロゴ掲載位置
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画像センシング展

WEBサイト

画像センシング展のWEBサイ

トにロゴを掲載し、ご希望の

WEBサイトへ誘導します。

※掲載開始：4/1～

画像機器総覧WEBサイト

画像機器総覧のWEBサイトに

ロゴを掲載し、ご希望のWEB

サイトへ誘導します。

※掲載期間：4/1～8/31

企業ロゴ

企業ロゴ

画像センシング展2023

企業ロゴ



広告料金

【注意事項】
※Impsは広告の表示回数です。一部ページにおいて広告の掲載場所が異なります。
※広告内容が展示会の内容と著しくかけ離れている場合は、掲載をお断りすることがございます。

商品名 表示形態
掲載
期間

掲載
場所

枠数
価格

（税抜）
申込
締切

原稿
締切

原稿形式
想定
Imps

テキスト広告

ローテー
ション

4/1
（土）
～6/30
（金）

（3ヵ月間）

画像セン
シング展
WEBサイ
ト

4 100,000円
3/24

（金）
早期割引

締切

3/28
（火）
差替原稿は
随時受付

全角40文字
以内

160,000
Imps

レクタングル
バナー広告

8 150,000円

幅300pixel
×

高さ250pixel
（1024KB以内）

130,000
Imps

◆ テキスト広告、レクタングルバナー広告、メールニュース広告のいずれか２種類以上を同時にお申込みの場合は、

セット価格 （通常の合計価格より20%OFF） が適用されます。早期割引との併用も可能です（P.3参照）。

◆ お申込みは先着順とし、枠数が埋まり次第、締め切らせていただきます。

◆ 原稿入稿（差替原稿を含む）・お問い合わせはメール（exhibit@adcom-media.co.jp）でお願いいたします。
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商品名 配信日
掲載
場所

枠数
価格

（税抜）
申込・原稿

締切
原稿形式 配信数

メールニュース広告

1回目：3/15（水）
ヘッダ 2 100,000円

3/9（木）

全角38文字
×5行

＋
URL1行

約3万通

2回目：4/21（金） 4/14（金）

3回目：5/24（水） 5/18（木）

フッタ
制限
なし

50,000円4回目：5/31（水） 5/25（木）

5回目：6/12（月） 6/5（月）

mailto:sales@adcom-media.co.jp


商品名 枠数
価格

（税抜）
申込条件

申込
締切

原稿締切 原稿形式

ブロンズ
スポンサー

5 50,000円

条件なし

3/24
（金）

ロゴ：5/12（金） ロゴ：Illustrator ai形式

シルバー
スポンサー

5 100,000円

ゴールド
スポンサー

2 300,000円
展示ブース：
スペース4小間以上

ロゴ：5/12（金）
メールニュース原稿：
6/5（月） ロゴ：Illustrator ai形式

メールニュース原稿：全角
38文字×5行+URL1行プラチナ

スポンサー
2 800,000円

展示ブース：
スペース6小間以上

3/10
（金）

ロゴ：3/24（金）
メールニュース原稿：
6/5（月）

スポンサー料金
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◆ ブロンズスポンサー、シルバースポンサーのお申込みは先着順とし、枠数が埋まり次第、締め切らせていただきます。

◆ ゴールドスポンサー、プラチナスポンサーは締切日までお申込み可能とし、枠数を超えるお申込みがあった場合は、

出展継続年数が長い企業様を優先して受付させていただきます。

◆ 原稿入稿・お問い合わせはメール（exhibit@adcom-media.co.jp）でお願いいたします。

mailto:sales@adcom-media.co.jp


アドコム・メディア株式会社 TEL：03-3367-0571

2023 年 月 日

商品名 枠数 配信日 備考

□ レクタングルバナー広告

□ テキスト広告

□ メールニュース広告 ヘッダ 配信日：3/15（水）・4/21（金）・5/24（水）・5/31（水）・6/12（月）

□ メールニュース広告 フッタ 配信日：3/15（水）・4/21（金）・5/24（水）・5/31（水）・6/12（月）

□ ブロンズスポンサー ー ※予定数に達しましたので受付を終了しました。

□ シルバースポンサー

□ ゴールドスポンサー

□ プラチナスポンサー

貴社名 部署名

ご担当者名 TEL E-mail

郵便番号 住所

広告・スポンサー申込書

11

◆ ご希望の広告・スポンサーにチェック（☑）を入れて、枠数とご連絡先をご記入ください。

◆ 本申込書はメール（exhibit@adcom-media.co.jp）またはFAX（03-3368-1519）にてお送りください。

mailto:sales@adcom-media.co.jp
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