
1.フロア広告（足跡)

LOGO

BOOTH NO.

108,000円～(税込)

※イメージです

nano techの展示ホールの床にブースへ誘導する

足跡のユニークサインを貼り付けます。

デザイン寸法（一枚）横40cmｘ縦20cm

枚数 10枚～

4色CMYK印刷

2.専用マイクロサイト制作

ご出展者情報、セミナー情報の専用紹介ページを公式サイト内に開設いたします。

事前の詳しいイントロダクションにより、関心の高い聴講者が集客しやすくなる他、重要

顧客への案内等にもご活用いただけます。※詳細は事務局までお問い合わせください。

216,000円(税込)

サポートプログラムのご案内（New）

ロゴ
出展者

ロゴ
出展者

※見本例です。

製品紹介

セミナー紹介

出展者名



3.出展者PR取材キット

専門知識を持つプロのライターが出展製品を取材し、主催者にて会期前より広くPRします！

会期終了後も取材記事を製品・技術のプロモーションツールとしてご利用いただけます。

➀訪問取材

プロのライターによる出展製品の取材、校正の上、
記事化 (2,000文字程度)

➁nano tech 公式ウェブサイト掲載

➂メールマガジンの配信

④プレスセンター掲示(会期中)

会期中、取材記事を会場内プレスセンタ―内に配置

メールマガジンにて記事の配信

(配信先：約500,000件中、該当展示会データベース)

展示会公式HP内、出展者特集ページにて記事を掲載

270,000円(税込)

※昨年例(出展者特集記事)：https://www.nanotechexpo.jp/2018/main/



Send to: nano tech Secretariat Office
Fax: (+81)-3-5657-0760

E-mail: nanotech@jtbcom.co.jp

Support Programs Order Form

必要事項をご記入の上、FAXまたはメールで事務局宛にご送付ください。

当社/当団体は、スポンサーシップを申し込みます。また、展示会出展申込書裏面に記載された展示

会出展規約(https://www.nanotechexpo.jp/main/pdf/appli_nano19_J.pdf )及び主

催者が必要と認めるその他の追加規約を遵守することに同意します。

Date of order: 

___________________________

出展者名

担当者

署名:  _____________      ㊞

担当部署 役職

Tel E-mail

サポートプログラム メニュー 希望枠等 単価 数量

1. フロア広告（足跡） JPY _________

2. マイクロサイト制作 JPY _________

3.出展者PR取材キット JPY _________

合計金額 JPY _______________

3

備考・連絡:



1. Footprint Floor Ads

LOGO

BOOTH NO.

JPY 108,000～

（tax included）

*Actual appearance 

may vary

Floor decals featuring your company’s design 

& booth location, leading visitors to your 

booth

Size of 1 footprint: appx. 20cm x 40cm

Starting from: 10 footprints

2. Microsite on Event Websites

A dedicated web page introducing your exhibiting

information, seminars etc. placed on the homepage.

Attract interested participants by introducing your exhibiting Introduction, seminar program , 

and etc in advance. Please contact the Secretariat for more details.

Logo

Exhibiter

Exhibitor Support Programs（New）

Logo

Exhibiter

*Actual appearance may vary

Product

Seminar program

Exhibitor name

JPY 216,000

（tax included）



Date of order: 

___________________________

Exhibiting Organization

Contact Person

Signature:  _____________      ㊞

Division in Company Title

Tel E-mail

Type of Sponsorship Notes Fee per Unit No. of Units

1.  Footprint Floor Ad JPY _________

2. Microsite on Event Websites JPY _________

Total Fee JPY _______________
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Send to: nano tech Secretariat Office
Fax: (+81)-3-5657-0760

E-mail: nanotech@jtbcom.co.jp

*Please send your completed form to the Secretariat. 

We hereby apply for the following sponsorship, fully understanding and 

approving the information detailed in the Exhibitor Prospectus 

(https://www.nanotechexpo.jp/pdf/appli_nano19_e.pdf )and the Terms and 

Conditions on the rear of the exhibition application form.

Support Programs Order Form

Remarks:


