
CEDEC2016 スポンサープログラムのご案内

■開催概要

開催日時 2016年8月24日（水）～8月26日（金）

開催場所 パシフィコ横浜・会議センター(横浜市西区みなとみらい）

主催 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

後援 経済産業省、横浜市他を予定

予定セッション数 200

受講者数 6,500名(見込み）

併催イベント CEDEC AWARDS、懇親パーティー（「ウェルカムレセプション」、「Developers’ Night」)
CEDEC CHALLENGE

CEDEC（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス）は、業界団体CESA主催によるコンピュータ
エンターテインメント業界全体の技術力向上を目的とした国際的なカンファレンスです。業界や産学官の垣根を越え最
新技術やビジネス情報を共有する場として、東京ゲームショウと並ぶ重要なイベントの1つとして位置付けられていま
す。

会期中は業界をリードする一流の開発者による講演や最新のテクノロジー、ビジネス情報が発信され、現場の第一
線で活躍するコンピュータエンターテインメント開発者、技術者、研究者が一堂に会します。

2015年は３日間で224セッションを実施し、6,300名以上が参加しました。
開発ツール・ミドルウェア企業様へは多彩なスポンサープログラムをご用意し、皆様のビジネスチャンスとなる場をご

提供しています。ぜひ、CEDECのスポンサードをご検討くださいますよう、お願い申し上げます。



現在の主な職種

・受講者 4,761名
・講演者、関係者 1,612名

総参加者数 6,373名

1）メディア登録来場者数（テレビ、新聞、雑誌、Web) 

95メディア 191名

2）掲載記事件数

事前：168件
事後：211件
（会期中に掲載されたものを含む）
合計：379件

１．参加者数

２．メディア

■前年開催実績(参加者属性、メディア）

３．受講者属性
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0.05%
エンジニア
アーティスト
学生
プランナ
ディレクタ
その他
プロデューサ
役員/管理職
サウンドクリエイタ
テクニカルアーティスト
教員・研究職
国内営業
広報/広告
人事
経営企画
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海外営業/支援
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0.24% 携帯・スマートフォン向けゲーム開発/運営

ゲーム専用機向けゲーム開発/販売

学生

上記以外のソフトウェア開発/販売

業務用ゲーム機向けゲーム開発/販売

その他

PC向けゲーム開発/運営

ツール・ミドルウェア開発/販売

学校職員(専門学校)
CGプロダクション

基幹サービスプロバイダー

研究機関

学校職員(大学)
人材派遣

コンサルティング
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所属する法人の業種



■前年開催実績(スポンサー一覧)
ゴールドスポンサー シルバースポンサー

ＰＲプログラムスポンサー

企画協力/機材協賛

社名はアルファベット順にて掲載 3



展示ブース、スポンサーセッションの早期申込締切は5月13日(金)です。
5月14日以降は通常価格での販売となります。

アイテムの申込枠数は1社のみとなります。
5月13日(金)までに複数社の申込があった場合は抽選を行います。
(5月14日以降は先着順にて受付）

■メニュー一覧

メインホール
1日：320,000円
3日：630,000円

503会場
1日：250,000円
3日：500,000円

300人規模会場
1日：210,000円
3日：420,000円

チラシ
出展社：25,000円

一般：40,000円

ノベルティ
カタログ

出展社：50,000円
一般：65,000円

Q カタログ・ノベルティ配布コーナー
出展社：20,000円

一般：40,000円
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プラチナ 1,500,000円

ゴールド 320,000円

S ウェルカムレセプション協賛 プラチナ 500,000円 27

プラチナ 1,000,000円

ゴールド 320,000円

U 機材協賛 29

Aタイプ 200,000円

Bタイプ 70,000円

オプション W 会議室貸出(取材対応･商談･打合せ用) 会議センター2階、4階 部屋タイプによる 31

協賛金額、協賛特典はご相談の上決定

会場内掲示物
/広告

O セッション間PV上映

トートバッグ・インサートP

メニュー

28

年間広告 V ＣＥＤｉLバナー広告

R Developers' Night 協賛

T CEDEC AWARDS協賛

ペ ー ジ価格(税別)

24

26

30

協賛メニュー
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抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

早期申込：300,000円
通常：360,000円

セッション会場A
(144名)

早期申込：440,000円
通常：520,000円

セッション会場B
(285名)

早期申込：850,000円
通常：1,000,000円

スポンサー・ショートセッション
 (25分)

セッション会場A
(144名)

早期申込：270,000円
通常：310,000円

C スポンサー・ワークショップ 150,000円 11

D 書籍販売コーナー
20,000円(2ブース目以降15,000円)

+ロイヤリティ(売上の5％)
12

E ネックストラップ広告 1,640,000円 13

F トートバッグ広告 2,160,000円 14

G パス広告 200,000円 15

H メインエントランスバナー 320,000円 16

I うちわ広告 650,000円 17

1日のみ 460,000円

3日間 1,000,000円

5行広告 42,000円

専用e-DM 110,000円

Aタイプ 210,000円

Bタイプ 50,000円

表4
出展社：450,000円

一般：500,000円

表2
出展社：290,000円

一般：340,000円

表3
出展社：250,000円

一般：300,000円

中面(1P)
出展社：160,000円

一般：210,000円

中央見開き

(2P)

出展社：400,000円
一般：450,000円

片面
(AまたはB)

出展社：250,000円
一般：300,000円
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A,B両面
出展社：400,000円

一般：450,000円
22

N ポケットガイド広告

ガイドブック広告

19

20

21

ペ ー ジ

6

9

価格(税別)メニュー

※3テーブル

早期申込：430,000円

通常：520,000円

展示ブース
会議センター

(１階、３階)

J

A

ロゴ入グッズ
/制作物

18ドリンクコーナー広告

B
スポンサーセッション(60分)

出展メニュー

M

公式ウェブサイト広告L

メール広告K

ウェブ／メール広告

公式ガイドブック

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選 4

抽 選

展示ブースとスポンサーセッションと同時の
お申し込みで10％割引

※詳しくは5ページをご覧ください。
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※ 割引の適用は、「展示ブース」と「スポンサーセッション(60分)」または「スポンサーショートセッション(25分)」の同時のお申し込

みに限ります。 同一メニューの複数申し込みには割引は適用されません。
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■セット割引、セットメニューのご案内

「展示ブース」と「スポンサーセッション」を
同時にお申し込み頂くと10％割引に

【出展ベーシックプラン】

初めてのご出展の方にも最適なメニューの組み合わせ例です。 (早期割引適用、価格は税別）

・展示ブース 270,000円

・スポンサーショップセッション(60分)

セッション会場A 396,000円

・メール広告(5行) 42,000円

・公式ウェブサイト広告(Bタイプ) 50,000円

・ＣＥＤｉLバナー広告(Aタイプ) 200,000円

合計 958,000円
(通常価格から214,000円割引)

■展示ブース
早期割引
300,000円→270,000円

通常価格
360,000円→324,000円

■スポンサーセッション
・セッション会場A(144名)

早期割引：440,000円→396,000円

通常価格：520,000円→468,000円

・セッション会場B (285名)

早期割引： 850,000円→765,000円
通常価格：1,000,000円→900,000円

・ショートセッション(25分)
早期割引：270,000円→243,000円
通常価格：310,000円→279,000円

早期割引との併用で

最大136,000円
割引！！

(価格は税別)



■出展メニュー ：展示ブース

•CEDEC会場のオープンスペースにスポンサー企業による展示エリアを設置します。
•多くの受講者が滞留し、展示ブースへの接触機会の増加が期待できます。
•新製品のＰＲデモやマーケティング、来場者とのコミュニケーションにご活用ください。
•出展エリアは1Fエントランスホールおよび3Fフォワイエの2か所になります。 (※ブース仕様は両エリアとも共通です。)
•展示エリアにより、以下のようにカテゴリ分けを行っております。展示する製品・ソリューションにあわせて、ご選択ください。

- 第1展示エリア(1F) ゲーム系 ツール／ミドルウェア／ソリューション
- 第2展示エリア(3F) 汎用製品／汎用ソリューション(開発支援、販売支援、広告、ネットワーク、開発サポート、その他)

【早期申込締切：5月13日(金)/最終締切日：7月8日（金）】

第2展示エリア（3F フォワイエ）

■出展エリア 前回の模様

展示スペース

第1展示エリア（1F エントランスホール）

※会場計画は予定であり、変更される場合があります。 6

展示スペース

先着



■出展メニュー ：展示ブース

社名

基本レイアウトイメージ

社名

3テーブルイメージ
（※第1展示エリアのみ出展可）

■仕様
•ブーススペース 3m×2m
•会議テーブル（w1500 d600 h700）×2クロスがけ

•イス ×2
•社名サイン（w600 h200、角ゴシック）
•電源幹線工事（1kW）、電気使用料
•お申込に含まれるもの

レギュラーパス×1、エキスポパス×10

※第1展示エリアのみ3テーブルでのご出展も可能です。
(ブーススペース 4.5m×2m、会議テーブル・イス×3)

■価格
早期申込価格 = 300,000円（税別） 5/13までのお申込

通常価格 = 360,000円（税別） 5/14以降のお申込

3テーブル(第1展示エリアのみ)

早期申込価格 = 430,000円（税別） 5/13までのお申込

通常価格 = 520,000円（税別） 5/14以降のお申込

※ブースの仕様は変更する場合があります。

【早期申込締切：5月13日(金)/最終締切日：7月8日（金）】
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スポンサーセッションと同時の
お申し込みで10％割引

※詳しくは5ページをご覧ください。

先着



■お申込について

・ ブース位置は、お申込の先着順に指定のエリア内からご選択いただきます。

・出展ブースエリアでのプレゼンテーション、物品の販売はできません。

・出展社数により、ブースレイアウトが変更になる場合がございます。

・お申込1枠につき、レギュラーパス1名分とエキスポパスが10枚含まれます。

■オプションメニュー

ご希望に応じて以下のオプションをお申込み頂けます。

◇インターネット回線（有線）
・OCN光アクセスBフレッツベーシック（IP 0）

◇掲示板
・w1800 h1740 （板面h1170）

◇カタログスタンド
・A4サイズ12段（w250 d550 h1700）

◇追加電気容量

※パシフィコ横浜の価格変更にともない価格が変更になる場合があります。詳細は、事務局までお問い合わせください。

その他ご希望がありましたら事務局までご相談ください。

■出展メニュー ：展示ブース 【早期申込締切：5月13日(金)/最終締切日：7月8日（金）】
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先着

先着



■出展メニュー ：スポンサーセッション

※会場計画は予定であり変更される場合があります。

■仕様
・講演時間： 60分または25分
・定員： セッション会場 A  144名

セッション会場 B 285名 （シアター形式）
・付帯設備： プロジェクター、マイクセット、インターネット回線 (有線、１カ所)

■価格

・スポンサーセッション（60分）

セッション会場 A (144名)

早期申込価格＝ 440,000円（税別） 5/13までのお申込

通常価格＝520,000円（税別） 5/14以降のお申込

セッション会場 B (285名)

早期申込価格＝ 850,000円（税別） 5/13までのお申込

通常価格＝1,000,000円（税別） 5/14以降のお申込

・スポンサー・ショートセッション(25分)
セッション会場 A (144名)

早期申込価格＝ 270,000円（税別） 5/13までのお申込

通常価格＝310,000円（税別） 5/14以降のお申込

前回の模様•3F展示スペースに隣接した会場を、スポンサーセッション会場として設置します。

•自社の製品・サービスについてプレゼンテーションしていただくことが可能です。

•会場は収容人数に応じて2種類の会場からお選びいただけます。

【早期申込締切：5月13日(金)/最終締切日：7月8日（金）】先着

セッション会場 A

展示スペース

セッション会場 B
9

展示ブースと同時のお申し込み
で10％割引

※詳しくは5ページをご覧ください。



◆お申し込みについて

・ お申し込みの先着順に、事務局より講演日程・時間に関するご連絡を差し上げます（7月頃）。

・会場は変更する場合があります。またお申込時期により、別の会場になる場合があります。

◆申し込みに含まれるもの

・お申込1枠につき、レギュラーパス(3日間有効) 1名分とエキスポパス(1日のみ有効)10枚

・セッション記録映像のご提供

・講演の模様は主催者によるインターネットライブ中継をいたします。

【仕様】
配信映像：VGA相当画質
カメラ：カメラ1台、固定撮影
録画データ、視聴者数レポート
※ライブ中継はYouTube Liveで行います。動画は後日Youtubeで公開いたします。ライブ中継、 Youtubeでの公開は任意で選択可能
です。

※ 自社手配によるライブ中継、録画配信は禁止とさせて頂いております。

・主催者からのイベントおよびセッション参加者に関する情報提供は行っておりません。

◆来場者のセッション参加について

・主催者では事前受講登録は行わず、来場者は当日好きなセッションを選んで聴講いたします。

事前登録を実施したい場合は自社にてお願いいたします。

（CEDEC公式ウェブサイトから自社で用意する受付フォームへのリンク等は可能）

◆通訳について
・同時通訳、逐次通訳は自社にて準備をお願いいたします。

事務局から通訳、同時通訳機材の業者のご紹介も可能ですのでご相談ください。

■出展メニュー ：スポンサーセッション 【早期申込締切：5月13日(金)/最終締切日：7月8日（金）】
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先着

先着



■仕様
・時間：1セッションにつき60分

・定員24（スクール形式）
・付帯設備： プロジェクター、マイクセット、インターネット回線 (有線、１カ所)

※サードウェーブデジノス(DosPara)様の協賛により、PC 24台をご利用いただけます。
PC利用時の追加料金は不要です。必要スペックについてはご相談ください。

（自社での持ち込みも可能です。）

価格＝ 150,000円（税別）

■お申込について
・ お申し込みの先着順に、事務局より講演日程・時間に関するご連絡を差し上げます（7月頃）。

・本プランではワークショップ形式のプログラムのみ実施可能です。レクチャー形式の講演を行う場合は、スポンサーセッ
ションをお申込下さい。

■出展メニュー ：スポンサー・ワークショップ

•ＰＣ実機を使って受講者が実際に製品を体験できるワークショップを行っていただけます。

イメージ

【申込締切日：7月8日（金）】
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先着

先着



■出展メニュー ：書籍販売コーナー

•CEDEC会場内にコンピュータエンターテインメント開発の関連書籍を販売する「CEDEC書房」を設けます。
•参加者と直接コミュニケーション出来る他、値引き販売やサンプリング等、通常の書店販売では出来ないサービスをご提供いただけ
ます。
•著者によるサイン会など販促イベントも実施可能です。

【申込締切日：7月8日（金）】

■仕様
•ブーススペース 2m×2m
•会議テーブル（w1500 d600 h700）×1 クロスがけ

•イス ×1、掲示ボード1枚
•場所：会議センター2F
•販売方式： 各ブースによる個別販売

※本プランでは書籍の販売のみ可能です。
ソフトウェア等、書籍以外の販売や商品の展示はできません。

■価格
価格 = 20,000円（税別）＋ロイヤリティ（売上の5％）

・複数出店可。2ブース目以降は1ブースにつき15,000円(税別)
・会期終了後に売上を報告頂きます。ロイヤリティとして売上の5%をご請求いたします。

■お申込について
・ ブース位置は、お申込の先着順に指定のエリア内からご選択いただきます。

・3ブース以上お申込の場合、申込状況によりご希望に沿えない場合がございます。

社名

基本レイアウト
イメージ

■2F エントランスホール

CEDEC書房
スペース

来訪者入場口

前回の模様
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先着

先着



•受講者、講演者が会場内で常に着用する受講パスのネックストラップにロゴを掲載いたします。

•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。

■広告メニュー ：ネックストラップ広告

■仕様
•材質： ナイロン朱子織
•サイズ： w15 h900 (mm)
•カラー： 1C
•配布対象： 受講者、講演者、関係者

価格＝ 1,640,000円（税別）

※本アイテムは1社限定となります。5/13までに複数社の
申込があった場合は抽選を行います。(5/14以降先着順）

※レイアウトは仮のものです。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：6月24日（金）】
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•受講者、講演者、関係者配布するバッグにロゴを掲載いたします。

•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。
※ 本アイテムは協賛企業への優先販売アイテムとなります。ご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

■広告メニュー ： トートバッグ広告

■仕様
•材質： コットン
•サイズ：w280 h390 マチ50 (mm)
•ロゴサイズ： w250 h340 (mm) 以内
•カラー： 1C
•配布対象： 受講者、講演者、関係者
•配布場所： 受講受付時

価格＝ 2,160,000円（税別）

※レイアウトは片面にCEDECのロゴデザインが入ります。
※バッグの素材、形状はご希望により変更可能です。

詳細は事務局までお問い合わせください。
※本アイテムは1社限定となります。5/13までに複数社の
申込があった場合は抽選を行います。(5/14以降先着順）

掲載例

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：6月10日（金）】
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•受講者、講演者、関係者が着用するパスケースに広告を掲載したフライヤーを挿入いたします。

•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。

■広告メニュー ：パス広告

■仕様
•材質： 紙
•サイズ： w100 h100 (mm)

•カラー： 4C
•配布対象： 受講者、講演者、関係者

価格＝ 200,000円（税別）

※ 本アイテムは1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は抽選を行います。(5/14以降先着順）
※パスのレイアウトは仮のものです。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】

表面 裏面

パスケース裏面の
ポケットに広告を挿入

広告面
（w100 h100）
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•2Fメインエントランス付近に大型のバナーを掲出いたします。
•来場者入場口、総合受付の導線上に配置いたします。
•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。

■広告メニュー ：メインエントランスバナー 【申込締切日：7月8日（金）】

設置イメージ

16

広告スペース
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来場者入場口 ①

②

③

④

総合受付

■2F メインエントランス

■仕様
•サイズ： h2400×w1800 (mm)
•素材： スチレンボード自立式
•掲示場所： 2Fメインエントランス、総合受付付近
•設置可能数：4カ所

価格＝ 320,000円（税別） ※広告1面あたり。複数申込可



■広告メニュー ：うちわ広告

■仕様
・サイズ：w243xh345
・フレーム：白
・印刷範囲：h150xw110 (mm)
・カラー： 4C
・配布対象： 受講者、講演者、関係者

価格＝ 650,000円（税別）

※本アイテムは1社限定となります。5/13までに複数社の
申込があった場合は抽選を行います。(5/14以降先着順）

※ レイアウトは片面にCEDECのロゴデザインが入ります。

・ 受講者、講演者、関係者に配布するうちわに企業ロゴ、広告原稿を掲載いたします。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：6月24日（金）】
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•会場内にフリードリンクコーナーを設置し、企業ロゴを掲出いたします。

■広告メニュー ：ドリンクコーナー広告 【申込締切日：7月8日（金）】

■仕様
フリードリンクコーナー企業社ロゴを掲出。

場所：会場内2か所（予定）

対象：受講者、講演者、関係者

価格（1日のみ） ＝ 460,000円（税別）

価格（3日間） ＝ 1,000,000円（税別）

※ドリンクはミネラルウォーターをご用意いたします。

※ 3日間は1社限定となります。5/13までに複数社の申込が

あった場合は抽選を行います。(5/14以降先着順）

※コーナーのレイアウトは仮のものです。

※ロゴ入りのボトルの作成も可能です。事務局までお問い合
わせください。(別途有料）

実施イメージ

COMPANY
LOGO

LOGO
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5行広告のイメージ

■広告メニュー ：メール広告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CEDEC 2016（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2016）
ニュースレター[CEDEC EXPRESS]

2016/**/**
http://cedec.cesa.or.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■TOPICS
▼【お急ぎください】レギュラーパスの早期割引は本日まで！
▼【こちらも締切迫る！】あなたの一票がCEDEC AWARDSを決める！＜本日まで＞
▼【ハイライトセッション】アドバイザリーボード推薦の3本！
▼【無料】スポンサーセッション受講登録受付中！
▼ 新着セッション公開中

---<PR>---
１○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□
２
３
４
５
---<PR>---

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼【お急ぎください】レギュラーパスの早期割引は本日まで！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3日間にわたりすべてのセッションの受講が可能となる「レギュラーパス」のお申し
込みに適用される＜早期割引＞は、本日のお申し込み分までとなります。
ぜひ、この機会にお申し込みください！

●受講申込ページ
http://cedec.cesa.or.jp/2016/contents/howto.html

■仕様
送信先：受講者、講演者、ニュースレター登録者
送信登録先：9,000件以上（2016年3月現在）
配信可能期間：9月9日（金）まで

・ 5行広告
※ニュースレター「CEDEC EXPRESS」への差し込みとなります。

掲載文字数：全角38文字×5行

価格＝ 42,000円（税別）

・ e-DM
※単独での広告メールの配信となります。

掲載文字数：全角38文字×150行まで

価格＝ 110,000円（税別）

※「CEDEC EXPRESS」の配信スケジュールにより、ご希望の日程で配信
できない場合がございますので予めご了承ください。

•メールマガジン「CEDEC EXPRESS」に掲載する5行広告または全文が広告テキストとなるe-DMの配信が可能です。
•CEDECのメールニュース登録者へ

【申込締切日：7月8日（金）】
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•公式ウェブサイトの全ページにバナー広告を掲載します。

•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。

■仕様
•掲載期間： 正式お申込時点～2016年11月末
・ランダム表示（Aタイプ：最大5口、Bタイプ：最大10口）
・全ページに表示

■価格
・Aタイプ

予定サイズ：468×60

価格＝ 210,000円（税別）

・Bタイプ
予定サイズ：240×60

価格＝ 50,000円（税別）

ファイル形式： gif形式（20KB以内）
※Aタイプは最大5口、Bタイプは最大10口までお申し込みを受け付けます。（複数申込可）
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■CEDEC 2016公式WEBアクセス実績
・イベント開催前～終了時（7/1～9/5）

ページビュー 1,283,233
訪問数： 274,583
ユーザー数： 125,235
平均滞在時間：4分30秒

■広告メニュー ：公式ウェブサイト広告 【申込締切日：7月8日（金）】

広告スペース
（Aタイプ）上1ヶ所
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昨年の公式ウェブサイト

広告スペース
（Bタイプ）
横2ヵ所まで



•当日参加者へ配布するガイドブックに広告を掲載します。
※ 「表4」は協賛企業への優先販売アイテムとなります。ご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

【媒体概要】
配布場所：受講者受付、セッション会場入口等にて無料配布
版型：A4・中綴じ・オールカラー

前回のガイドブック

■広告メニュー ：ガイドブック広告

広告スペース
広告料金（税別）

原稿サイズ
(mm)出展社 一般

表4 450,000円 500,000円

h297×w210
表2 290,000円 340,000円

表3 250,000円 300,000円

中ページ (1P) 160,000円 210,000円

中央見開き

(2Pページ)
400,000円 450,000円 h297×w420

※出展社とは、出展メニュー,協賛メニューのいずれかをご利用いただく企業を指します。
※表2、表3、表4、中央見開き (2P)はいずれも1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は

抽選を行います。 ( 5/14以降先着順）

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】
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•当日参加者へ配布するポケットガイドブックに広告を掲載します。
※ 本アイテムは協賛企業への優先販売アイテムとなります。ご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

【媒体概要】
配布場所：受講者受付、セッション会場入口等にて無料配布
版型：w100W x h210 (mm) 中綴じ・オールカラー

【原稿サイズ】
w100 xh105 (mm)

【価格】

・広告面AまたはB片面 出展社 250,000円 (税別)

一般 300,000円 (税別)

・広告面AB両面 出展社 400,000円 (税別)

一般 450,000円 (税別)

前回のガイドブック

※出展社とは、出展メニュー,協賛メニューのいずれかをご利用いただく企業を指します。
※広告面はいずれも1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は抽選

を行います。 ( 5/14以降先着順 ）。

■広告メニュー ：ポケットガイド広告

表紙表4

広告面A

広告面B

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】
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■広告メニュー ：セッション間ＰＶ上映

300人規模会場メインホール 503会場

•各セッションの合間に自社のプロモーション映像を上映いただくことが可能です。
•会場は規模に応じて3種類からお選び頂けます。

【申込締切日：7月8日（金）】

■仕様
上映会場 ・メインホール（1,000人規模）

・503会場（400人規模）
・300人規模会場

上映時間：セッション開始5分前（セッティングの状況により前後します。）
再生回数は映像の長さ等により数回を目安にループ再生します。

■価格

※300人規模会場は複数会場のお申込が可能です。

2会場目以降のお申込：会期中1日のみ 150,000円（税別） 3日間 300,000円（税別)

1日のみ 3日間

メインホール 320,000円 630,000円

503会場 250,000円 500,000円

300人規模会場 210,000円 420,000円 ※価格いずれも税別

23
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•受講者、講演者などCEDEC全参加者へ配布するバッグに自社のチラシやカタログ、ノベルティを挿入します。

■広告メニュー ：トートバッグインサート

チラシ

【申込締切日：7月8日（金）】

ノベルティ

■仕様
・チラシ

A4サイズまでのチラシ1点につき
価格＝ 出展社：25,000円（税別）

一般：40,000円（税別）

・ノベルティ、カタログ
ノベルティ、冊子状のカタログなど1点につき

価格＝ 出展社：50,000円（税別）
一般：65,000円（税別）

・出展社とは、出展メニュー,協賛メニューのいずれかをご利用いただく企業を指します。
・ トートバッグ広告にスポンサーがつかなかった場合、中止となる場合がございます。
・配布物は全受講者への配布分を納品頂きます。（目安の数：6,000）。数が足りない場合は、「カタログ・ノベル
ティ配布コーナー」をご利用ください。

・ チラシは、A4サイズ1枚とします。1枚の用紙を折りたたんでA4サイズにしたものも1枚とします。
・チラシを複数枚束ねた場合は冊子として扱います。冊子の配布をご希望の場合は、「ノベルティ、カタログ」をお
申込下さい。

・配布物の大きさや重量等によっては、「カタログ・ノベルティ配布コーナー」のご利用をお願いする場合がござい
ます。
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•会場内にカタログ・ノベルティを配布する専用テーブルを設置いたします。

■仕様
•配布物： カタログ、チラシ（A4サイズまで）

ノベルティ

•配布対象： 受講者、講演者、関係者

•1スペースあたりA4サイズ程度、複数出展可

価格＝ 出展社：20,000円（税別）

一般：40,000円（税別）

※出展社とは、出展メニュー、協賛メニューのいずれかをご利用いただく企業を指します。
※配布物の補充は自社にて行って頂きます。
※配布物の大きさが既定のスペースを超える場合は、複数のスペースをお申込みください。

■広告メニュー ：カタログ・ノベルティ配布コーナー 【申込締切日：7月8日（金）】

イメージ



•Developers’ Nightは講演者、受講者、招待者など約500人が参加する懇親パーティーです。
※ 「プラチナ」は協賛企業への優先販売アイテムとなります。ご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

■協賛メニュー ：Developers’ Night協賛

【開催概要】
日時：2016年8月25日(木)

19:30～21:30
定員：500 

プラチナ ゴールド

価格 1,500,000円（税別） 320,000円（税別）

枠数 1社限定 3社まで

挨拶タイム ○ ―

ロゴ露出

ガイドブック ○ ○

公式ウェブサイト ○ ○

会場サインボード ○ ○

ＰＶ上映 ○ ―

会場内展示ブース ○ ○

カタログ配布 ○ ○

パーティーチケット 15枚 5枚

前回の模様

※プラチナ協賛は1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は抽選を行います。 ( 5/14以降先着順）
※カタログ、デモ映像は自社にてご用意いただきます。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】
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•CEDEC会期初日に講演関係者を歓迎するウェルカムレセプションを開催いたします。

•参加は講演者限定となります。

■協賛メニュー ：ウェルカムレセプション協賛

【開催概要】
日時：2016年8月24日(水)

19:15～21:15
定員：250 

プラチナ

価格 500,000円（税別）

枠数 1社限定

ネーミングライツ ○

ＰＶ上映 ○

挨拶タイム ○

ロゴ露出

ガイドブック ○

公式ウェブサイト ○

会場サインボード ○

前回の模様

※本アイテムは1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は抽選を行います。 ( 5/14以降先着順）
※カタログ、デモ映像は自社にてご用意いただきます。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】
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•CEDEC AWARDSは、コンピュータエンターテインメント開発技術の進歩に顕著な功績のあった技術、開発者を表彰するものです。

•メディアの取材誘致も積極的に進め、スポンサーの露出効果を高めます。

■協賛メニュー ：CEDEC AWARDS協賛

【開催概要】
日時：2016年8月25日(木) 17:50～19:30
会場：1F メインホール
定員：1,000人

前回の模様

プラチナ ゴールド

価格 1,000,000円（税別） 320,000円(税別）

枠数 1社限定 3社まで

ロゴ露出

開始前のＰＶ上映 ○（60秒） ○（30秒）

ガイドブック ○ ○

公式ウェブサイト ○ ○

会場サインボード ○ ○

フォトセッションロゴボード ○ ―

会場内バナー設置 ○ ―

※プラチナ協賛は1社限定となります。5/13までに複数社の申込があった場合は抽選を行います。 ( 5/14以降先着順）
※カタログ、PV映像、会場内バナーは自社にてご用意いただきます。

【抽選締切：5月13日（金）/申込締切日：7月8日（金）】
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■協賛メニュー ：機材協賛

•会場内に設置する機材等への協賛です。

•具体的な内容、協賛金額、協賛特典については、ご相談の上決定いたします。事務局までお問い合わせください。

■募集内容
CEDEC会場内設備、セッションで使用する、プロジェクター、映像撮影機材、音響機材、PC、ネットワーク機器などの物に
よる支援｡

■協賛特典

•CEDEC公式ウェブサイト、当日配布のガイドブック、その他頒布物への企業名/ロゴ掲載
•協賛機材設置場所での協賛社表記
・セッション間PV上映 等

◇2015年実績
・インタラクティブセッションモニター（EIZO株式会社）
・HDプロジェクター（クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社）
・Wi-Fiネットワーク環境

（ A10ネットワークス株式会社、株式会社アトミテック、ビッグローブ株式会社、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロ
ジーズ株式会社、 、シスコシステムズ合同会社、サイバーズ株式会社、アイビーシー株式会社、インターネットマルチ
フィールド株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社サードウェーブデジノス、株式会社東陽テクニカ、
ヤマハ株式会社）

【申込締切日：7月8日（金）】
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■協賛メニュー ：CEDEC-Net協賛

•来場者向けにWi-Fiネットワーク（CEDEC-Net）の提供を予定しております。（※実施中止となる場合があります）

•機材協賛の具体的な協賛内容、協賛特典については、ご相談の上決定いたします。事務局までお問い合わせください。

■費用協賛（ロゴ広告）
CEDEC-Netで使用する機材への協賛金での支援｡

■仕様
CEDEC-Netの接続情報掲載箇所にロゴを掲載します。
場所: 会場内A1ポスター、当日配布のガイドブック、CEDEC公式ウェブサイト、幕間スライドなど
価格: 100,000円（税別）/一口
募集: 複数社

■機材協賛
CEDEC-Netで使用するネットワーク機器、PC、事前セットアップ会場などへの支援。

特典
・機材費用協賛と同様の場所へのロゴ掲載
・ボランティア募集するネットワークエンジニアへの製品・サービスアピール
など

【一次締切：5月13日（金）/二次締切日：7月8日（金】
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A1ポスター ガイドブック 幕間スライド

協賛企業
ロゴエリア

協賛企業
ロゴエリア

協賛企業
ロゴエリア

実施イメージ



•CEDEC Digital Library（略称：CEDiL/セディル）ウェブサイトの全ページに御社バナー広告を掲載します。

※CEDiLは毎年開催されるCEDECで発表された講演の資料を中心としたデジタルライブラリーです。CEDEC会期前後だけでなく通年での
アクセスが見込まれます。

公式ウェブサイト
掲載イメージ

■仕様
•掲載期間： 2016年4月1日～2017年3月31日
・ランダム表示（最大5口まで）

・Aタイプ

価格＝ 200,000円（税別）

・B タイプ

価格＝ 70,000円（税別）

ファイル形式： gif形式（20KB以内）、flash形式（30KB以内）

※Aタイプ、Ｂタイプともに最大5口までお申し込みを受け付けます。（複数申込可）
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■広告メニュー ：ＣＥＤｉＬバナー広告

Bタイプ
横2ヵ所まで
全ページ表示

Aタイプ
上1ヶ所
全ページ表示

■ＣＥＤｉＬ公式WEBアクセス実績
（ CEDEC開催後2015/11/15～2016/1/31）

【申込締切日：7月8日（金）】

ページビュー数：63,876
訪問数： 32,836
ユーザー数： 26,250
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■オプション ：会議室貸出(取材対応・商談・打ち合わせ用)

•取材対応・商談・お打ち合わせなどに利用いただける会議室です。

•出展メニューもしくは協賛メニューのいずれかをご利用いただくスポンサー企業に限ります。

イメージ

■仕様

・小会議室
面積79㎡以下、定員：32名以下（スクール形式）

※上記は想定になりますので、利用可能な部屋によっては大きさが異なる場合が
ございます。

※マイク、プロジェクター、スクリーン等備品使用料は含まれておりません。別途お
申し込み頂きます。

小会議室

【先着順、随時受付】
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■料金

部屋番号 面積(㎡) 9:00-17:00 9:00-21:00 9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
211,212,213 79 ¥64,000 ¥91,000 ¥41,000 ¥51,000 ¥41,000
特別応接室 46 ¥42,000 ¥57,000 ¥28,000 ¥35,000 ¥28,000
421,422,423,424 69 ¥57,000 ¥81,000 ¥37,000 ¥46,000 ¥37,000
425 31 ¥32,000 ¥42,000 ¥23,000 ¥27,000 ¥23,000

2F

4F



1. お申し込み方法
・CEDEC 2016公式サイト（URL http://cedec.cesa.or.jp/2016/sponsor.html ）より「スポンサープログラム申込書」
をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、E-mail(sponsor@cedec.jp)にて事務局までお送りください。

2. ご請求について
・申込書を受理後、事務局より随時請求書を発行いたします。

3. お支払期日
・お支払い期日は請求月の翌月末となります。

※7月以降のお申し込みの場合は、申し込み日から1か月以内または8月19日（金）までのいずれか
早い方がお支払い期日となります。

※お支払期日までにご入金の確認が出来ない場合、申込がキャンセルとなる場合がございます。

4. お申込み後のキャンセル
・申込後の解約は、お申し出の時期により別途キャンセル料を承ります。

【お問い合わせ先】

CEDEC事務局 スポンサー担当
E-mail: sponsor@cedec.jp

日経BP社 企画事業局 事業部内
〒108-8646 東京都港区白金1-17-3
Tel：03-6811-8082

■お申し込みについて

キャンセル料

開催２カ月前まで 料金の 30％

開催１カ月前まで 料金の 50％

開催１カ月前以降 料金の100％
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