第 60 回電池討論会実行委員会
実行委員長 安部 武志

第 60 回電池討論会
機器展示会ご出展/プログラム集広告掲載
のご案内

第 60 回電池討論会会場におきまして、機器展示会を下記の通り行います。
つきましては、貴社製品を広く参加者に紹介することはもとより参加者との情報交換等のために、この
機会に奮ってご出展くださいますようご案内申し上げます。また合わせてプログラム集掲載用の広告、
も募集しております。皆様のお申し込みをお待ちしております。
記
1． 会期

：2019 年 11 月 13 日（水）～11 月 15 日（金） 3 日間

2． 会場

：国立京都国際会館 本館 予定
〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地
TEL: 075-705-1229

3． 募集内容

：①機器展示 ②プログラム集への広告掲載

4． 展示会日程

：搬入 11 月 12 日（火）午後～21:00（予定）
：展示期間 11 月 13 日（水）～11 月 15 日（金）
：搬出 11 月 15 日（金）夕刻（予定）

5． 予定参加者

：2,500 名

6． その他

：出展者には１社あたり 3 名分「出展社証」を配布いたします。
当日ご着用下さい(出展社証は展示会場のみ入場可能です)
：名札（討論会参加証）を 1 社あたり 2 名分無償配布いたします。
懇親会参加費用は含まれておりません。別途、展示と合わせてお申込み下さい。

7． 問合せ・申込先
株式会社 アカデミック・ブレインズ内 第 60 回電池討論会 展示広告窓口
〒540-0033

大阪市中央区石町 1-1-1 天満橋千代田ビル 2 号館 10F

TEL 06-6949-8137

FAX 06-6949-8138

E-mail : 60denchi@academicbrains.jp

機器展示（募集要項）
※1 社あたり 2 小間までとさせていただきます。
1．展示料金

：1 小間 165,000 円（税込）
※ 2 小間申込希望の場合、2 小間目の出展料は 110,000 円(税込)

2．小間寸法

：間口 1,800mm／奥行 1,800mm／高さ 2,100mm
基礎小間に含まれるもの
展示台／W1,800×D900×H750 電源／100Ｖ 500W コンセント 1 個（2 口）
バックパネル、社名板

3．追加電源

：電源 100Ｖ500W 以上 500W 毎に 9,900 円増
＊200Ｖご使用の方は別途お見積りさせていただきます。
※定数になり次第締切りとさせていただきます。

4．特別装飾

：出展社の費用で施工して下さい。
展示設計等はご自由ですが、展示場の構造や設備、主催者規制、消防法
などの規制がございますのでご注意下さい。

5．小間割

：出展申込を受付後、主催者側で小間割を決定、ご連絡致します。
出展社の説明会は行いませんのでご了承下さい。

6．展示物の管理 ：各出展物の管理は出展社が行うものとし、展示期間中の展示物の
盗難・紛失・災害等の損害に対して保障等の責任は一切負いません。ご了承下さい。
7．その他

：当日の搬入・搬出については改めて 10 月下旬に要綱を送付致します。

8．出展申込締切 ：2019 年 9 月 13 日（金）
9．申込方法

：別紙の出展・広告申込書に必要事項を記入の上、
株式会社 アカデミック・ブレインズ内 第 60 回電池討論会
展示広告窓口までお申込み下さい。
確認後請求書を送付いたします。

なお、原則として先着順に受付させて頂きますが、スペースの関係などでお断りせざるを得ない場合が
あります事をご了承下さい。

10．展示オプション: 全体の電源容量に限度がありますため、電源は 1 小間あたり 500Ｗとし
ております。追加電源およびブース内で使用する各種レンタル品等ご希望の
場合は、別紙の申込書にご希望を記載ください。
お申し込みの各種オプションについての請求は、会期終了後 1 か月以内に請求書
を送付いたします。
11. 懇親会のご案内: ご出展いただく企業の方に限り、懇親会のみご参加（電池討論会参加登録無し）
のお申込みを受け付けます。
別紙の出展・広告申込書にてお申込みください。
出展社 1 社につき 2 枚お配りする「討論会参加証」
および 3 枚お配りする「出展社証」では懇親会にご参加いただけません。
会 場：

国立京都国際会館 ニューホール

日 程：

2019 年 11 月 14 日（木）夕刻会 費：10,000 円（税込）

支払方法：

現金
電池討論会会場「受付」にて 11 月 12 日（火）～14 日（木）15：00 までに
お支払いください。
「懇親会参加登録証」をお渡しいたします。

12. 展示オプション・懇親会参加申込締切: 2019 年 10 月 25 日（金）
13. キャンセル規約：申込申込書受領後のキャンセルについては、お引き受けできません。
基礎小間仕様図
サイズ W1,800×D1,800×H2,100

広告掲載（募集要項）
貴社の広告をプログラム集に掲載致します。
1.

発行部数 :

2.

掲載料

3000 部

：後付 1 ページ（A4 版・モノクロ）

後付 1/2 ページ横（モノクロ）

66,000 円（税込み）
33,000 円（税込み）

後付 1 ページ

後付 1/2 ページ横

左右 190mm×天地 277mm

左右 190mm×天地 135mm

3.

申込締切 ：9 月 13 日（金）※広告原稿の入稿期限は 9 月 20 日(金)

4.

入稿形式 ：紙原稿もしくはデータによる完全版下にて入稿をお願い致します。
（主催者側で校正、翻訳は一切いたしません。
）
データ形式は PDF（X1A 形式）もしくは Adobe Illustrator CS5 までの
ファイルフォーマットにて提供下さい。

5.

注意事項 ：出力用データ（PDF、Illustrator）のフォントについて
PDF でご入稿の際は、フォント埋め込みして下さい。Adobe Illustrator でご入稿の際は、
フォントはアウトライン化して下さい。

6.

出力見本 ：画像や文字の抜けを防ぐために出力見本を添付下さい。
出力紙をご郵送いただくか、JPEG（Illustrator 書き出し）
、スクリーンショット、
PDF のいずれかをファイル名「出力見本」として添付して下さい。

7.

申込方法 ：別紙添付の機器展示・広告掲載申込書に必要事項を記入の上、
株式会社 アカデミック・ブレインズ内 第 60 回電池討論会 展示広告窓口まで
お申込みください。

