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早期割引
レクタングルバナー広告、テキスト広告の2種類において、8/31迄にお

申し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
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の3種類に

おいて、いずれか2種類以上を同時にお申し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。
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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。



WEB・メール広告概要

◼ サイトを活用した幅広い層への貴社PRが可能に

展示会開催前からの自社PRを行うことで、展示会での集客UPに大きな期待ができます。

◼ 公式サイトから来場登録を行うため、来場者は必ずWEBにアクセス

顧客ターゲットである展示会来場者にピンポイントで効率のよいPRが可能です。

◼ 展示会開催が近付くにつれ、サイトのアクセス数は急上昇

露出度の高いバナー広告やメール広告を活用することで、広告主が望むリンク先へユーザーを誘導します。

◼ 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いたします。
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レクタングルバナー広告

レクタングルバナー広告

国際画像機器展のWEBページに、ランダ

ムで3ヶ所以上にローテーション表示され

ます。

※画像サイズ：300pixel×250pixel

5 広告料金はP.20参照



テキスト広告

テキスト広告

国際画像機器展のWEBページにランダム

でローテーション表示されます。

※文字数：全角40文字以内

6 広告料金はP.20参照



フッタ広告枠ヘッダ広告枠

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。

7 広告料金はP.21参照

メールニュース広告

赤枠で囲まれた箇所に広告が掲載されます。貴

社のご希望のWEBページ（URL）へ誘導します。

※文字数：全角38文字×5行 + URL1行
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スタンド型デジタルサイネージを展示会場内に複数台設置します（50インチ程度）。

1枠15秒間で、1日に何度も繰り返し広告を表示します（動画・静止画ともに可）。

会場内各所に配置するため、貴社広告を来場者に効果的にPRできます。

スタンド型デジタルサイネージ（新企画）

【注意事項】
※スタンド型デジタルサイネージのお申込みが4枠に満たない場合は、実施いたしません。
※お申込みは、1社2枠までとなります。

およそ50インチ

8 広告料金はP.22参照



技術情報誌「OplusE」に、展示会特集として記事広告を掲載します。

OplusE は、1979年の創刊以来、光エレクトロニクスと画像工学分野において高い評価を得ている、アドコム・メディア

発行の技術情報誌です。大学、企業の技術者、研究者へ、ダイレクトにPRできます。展示会とのタイアップ企画として、

「国際画像機器展2022の注目製品」を本誌に掲載いたします。

OplusE 媒体概要
発行日：2022年11月25日（金）
体 裁：A4変型判
主な読者層：

＜業種＞光学・精密機器
電子部品・電気機器

＜職種＞研究・開発、設計、教育

＜特典＞

• 通常広告料金よりもお得な特別価格にて広告枠をご提供します。

• 本誌に「展示会出展企業一覧」を掲載する際、貴社名を目立つように太字にします。

• OplusE WEBサイト上に特設ページを作り、OplusEWEBサイトおよび画像機器総覧のトップページにリンクを張ります。

OplusE（11/25）および画像センシング展（11/28）の各メールニュースにて特設ページへの誘導文を掲載します。

WEBサイト特設ページ
掲載期間：11/25~12/31

タイアップ広告OplusE

技術情報誌「OplusE」 11・12月号 タイアップ広告

9 広告料金はP.22参照
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スポンサー種別 ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ

募集枠数 5 5 2 2

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

会場案内図にロゴ掲示 〇 〇 〇 〇

会場案内板にロゴ掲示 〇 〇 〇 〇

ブースを角小間に配置 〇 〇 〇 〇

来場者受付カウンターにロゴ掲示 〇 〇 〇

展示会場への誘導板にロゴ掲示 〇 〇 〇

画像機器総覧 デモ展示にロゴ掲示 〇 〇 〇

セミナー会場入口にロゴ掲示 〇 〇

メールニュース広告 〇 〇

ブースを会場入口付近に配置 〇 〇

国際画像機器展WEBサイトにロゴ掲示 〇

画像機器総覧WEBサイトにロゴ掲示 〇

ノベルティバッグにロゴ掲示 〇

スポンサー特典一覧



会場案内図・会場案内板に企業ロゴを掲示します。また、貴社ブースを角小間に設置します。

◼ 会場案内図、および会場案内板＜ロゴ＞

展示会場入口にて配布する会場案内図および、展示

会場入口に設置する会場案内板にロゴを掲示します。

◼ 角小間ブース

貴社ブースを角小間に配置します。

ブロンズスポンサー（新企画）

11 スポンサー料金はP.23参照



ブロンズスポンサーに加えて、来場者受付カウンター・展示会場への誘導板・画像機器総覧

デモ展示にもロゴを掲示します。また、貴社ブースを角小間に設置します。

シルバースポンサー

◼ 会場案内図、および会場案内板＜ロゴ＞

展示会場入口にて配布する会場案内図および、展示会

場入口に設置する会場案内板にロゴを掲示します。

◼ 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示し

ます。

◼ 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示します。

◼ 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

ロゴを掲示します。

◼ 角小間ブース

貴社ブースを角小間に配置します。

12 スポンサー料金はP.23参照



シルバースポンサーに加えて、セミナー会場入口にもロゴを掲示し、メールニュース広告枠

をご用意します。また、貴社ブースを入口付近の角小間に設置します。

ゴールドスポンサー

◼ 会場案内図、および会場案内板＜ロゴ＞

展示会場入口にて配布する会場案内図および、展示

会場入口に設置する会場案内板にロゴを掲示します。

◼ 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示

します。

◼ 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示します。

◼ 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

掲示します。

◼ セミナー会場入口＜ロゴ＞

セミナー会場入口に企業ロゴを掲示します。

◼ メールニュース広告

メールニュース（12/5配信）のフッターに広告を１

枠ご用意します。

◼ 入口付近の角小間ブース

貴社ブースを会場入口付近の角小間に配置します。

※ゾーンをご指定の場合はその限りではありません。

13 スポンサー料金はP.23参照



◼ 会場案内図、および会場案内板＜ロゴ＞

展示会場入口にて配布する会場案内図および、展示

会場入口に設置する会場案内板にロゴを掲示します。

◼ 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示

します。

◼ 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示します。

◼ 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

掲示します。

◼ セミナー会場入口＜ロゴ＞

セミナー会場入口に企業ロゴを掲示します。

プラチナスポンサー

ゴールドスポンサーに加えて、国際画像機器展および画像機器総覧のWEBサイト、ノベル

ティバッグにもロゴを掲載します。また、貴社ブースを入口付近の角小間に設置します。

◼ メールニュース広告

メールニュース（12/5配信）のフッターに広告を１

枠ご用意します。

◼ 入口付近の角小間ブース

貴社ブースを会場入口付近の角小間に配置します。

※ゾーンをご指定の場合はその限りではありません。

◼ 国際画像機器展2022 WEBサイト＜ロゴ＞

展示会のWEBサイトにロゴを掲載します（10/1～）。

◼ 画像機器総覧WEBサイト＜ロゴ＞

画像機器総覧WEBサイトにロゴを掲載します

（11/25～3/31）。

◼ ノベルティバッグ＜ロゴ＞

来場者に配布するノベルティバッグにロゴを掲載し

ます（P.18参照）。

14 スポンサー料金はP.23参照



国際画像機器展2022 WEBサイト ロゴ掲載位置

15

プラチナスポンサー特典

国際画像機器展WEBサイトに企業ロゴ

を掲載します。また、ロゴにはご希望

のWEBサイトのリンクを張ります。

※掲載開始：2022/10/1～ 企業ロゴ

企業ロゴ



画像機器総覧WEBサイト ロゴ掲載位置

プラチナスポンサー特典

画像機器総覧WEBサイトに企業ロゴを掲載しま

す。また、ロゴにはご希望のWEBサイトのリン

クを張ります。

※掲載期間：2022/11/25～2023/3/31
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ノベルティバッグ ロゴ掲載位置

17

プラチナスポンサー特典

A4サイズのノベルティバッグに企業ロゴを掲載します。

バッグは、入口付近、休憩コーナーなどに置き、ご来

場者に自由にお持ちいただきます。

貴社の企業ブランディングに最適です。

※デザインについては事務局にご一任いただきます。

※バッグは濃い色で、ロゴの色は白色となります。

国際画像機器展2022



レクタングルバナー広告料金・テキスト広告料金

【注意事項】
※Impsとは広告の表示回数になります。
※一部ページにおいて広告の掲載場所が異なります。

商品名 表示形態 掲載期間
価格

（税抜）
サイズ 掲載場所

想定
Imps

レクタングル

バナー広告

ローテーション

（8枠迄）

10/1～

12/31

（3ヶ月）

150,000円

幅 300 pixel
×

高さ 250 pixel

国際画像機器展

WEBサイト

130,000

Imps

テキスト広告
ローテーション

（4枠迄）

10/1～

12/31

（3ヶ月）

100,000円
全角

40文字以内

国際画像機器展

WEBサイト

160,000

Imps

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、スペシャルメール広告のい

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）。
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メールニュース広告料金

商品名 配信日 枠数 掲載場所
価格

（税抜）
広告サイズ 配信数

メールニュース

広告

1回目 9/16（金）

2回目 10/21（金）

3回目 11/14（月）

4回目 11/28（月）

5回目 12/ 5（月）

2枠限定 ヘッダ 100,000円

全角38文字×5行
＋

URL1行
約3万通

制限なし フッタ 50,000円

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。

19



【注意事項】
※OplusEタイアップ広告を除き、原稿製作には別途費用がかかります。各広告とも枠が埋まり次第締め切らさせていただく場合がございます。
。

商品名 枠数 価格（税抜）
申込
締切

原稿
締切 入稿形態

スタンド型

デジタルサイネージ
4枠～ 100,000円 10/25 11/2

・画面サイズ50インチ相当

・アスペクト比（縦型 9：16）

・動画MP4 （音声不可）または静止画JPEG

・1 枠15 秒

OplusE

タイアップ広告
8 50,000円 10/25 10/28

・製品タイトル

・製品紹介テキスト（1,000文字以内）

・製品の画像1～3点程度（300 dpi程度）

・ロゴデータ

その他広告料金

20



【注意事項】
※枠が埋まり次第締め切らさせていただきます。

商品名 枠数
価格

（税抜）

申込締

切
原稿締切 入稿形態

ブロンズスポンサー 5 50,000円 9/27 ロゴ：10/28 ロゴデータ：イラストレーター形式

シルバースポンサー 5 100,000円 9/27 ロゴ：10/28 ロゴデータ：イラストレーター形式

ゴールドスポンサー 2 300,000円 9/27
ロゴ：10/28

メール：11/25

ロゴデータ：イラストレーター形式

メール広告：全角38文字×5行+URL1行

プラチナスポンサー 2 800,000円 9/9
ロゴ：9/21

メール:11/25

ロゴデータ：イラストレーター形式

メール広告：全角38文字×5行+URL1行

各種スポンサー料金
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アドコム・メディア株式会社 営業部 TEL：03-3367-0571

2022 年 月 日

商品名 枠数 希望日

□ 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

□ メールニュース広告 フッタ

貴社名 部署名

ご担当者 TEL E-mail

郵便番号 住所

商品名 枠数

□ OplusE タイアップ広告

□ スタンド型デジタルサイネージ

□ ブロンズスポンサー

□ 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
※ヘッダ広告 9/16・10/21・11/14・11/28・12/5
※フッタ広告 9/16・10/21・11/14・11/28・12/5

広告申込書
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ご希望の広告にチェック（☑）を入れていただき、必要な枠数とご連絡先をご記入のうえ、

FAX（03-3368-1519）またはE-mail（sales@adcom-media.co.jp）でお申込みください。



WEB・メール広告 入稿規定

商品名 入稿仕様 原稿締切 入稿先

レクタングル

バナー広告

バナー画像およびリンク先URLをご用意ください。

画像サイズ：300pixel×250pixel（1024KB以内）

ファイル形式：GIF・JPEG形式

※期間内であれば、何度でも原稿の差し替えが可能です。

掲載・配信の

5営業日前

まで

sales@adcom

-media.co.jpテキスト広告
全角40文字以内のテキストおよびリンク先URLをご用意ください。

※期間内であれば、何度でも原稿の差し替えが可能です。

メールニュース

広告
全角38文字×5行＋URL1行のテキストをご用意ください。
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