
IT津梁まつり実行委員会

IT津梁まつり2020
出展・協賛募集要項



【ファミリー層が多く来場される会場にてセールスプロモーションを実施】

多種多様な事業の発展に欠かせないIT産業
御社のIT関連技術を広く県民へPRすることが可能です

沖縄県では観光産業に次ぐ、第二のリーディング産業として、IT関連産業の振興・発展を目
指し、積極的に様々な事業の展開や補助金の交付を行っております。

「IT津梁まつり2020」はその取り組みの一環として、未来のIT人材創造を目的に開催しており、
今年度も多くの児童生徒へ、最新のIT技術に触れ、体験してもらうことで、将来のIT産業を担
う人材輩出につなげて参りたいと考えております。

IT関連産業は農業、医療、製造業、物流業、観光業など、様々な産業分野で活用されてい
ます。
今後、IT技術は、ますます欠かせない存在となって行きます。

多くの県民に、ITは将来生活に密着する存在であることを実感していただき、IT産業の振興
状況を周知することによって、その担い手の育成を目指します。

民間企業様の様々な最新技術を「IT津梁まつり2020」に出展し、プロモーションいただき、各
産業分野でのIT技術の進化をご紹介いただくことで、社会貢献、販売促進、更には人的マッ
チングにもつながると考えます。

技術・製品・
サービス紹介
次世代を担う児童・

生徒を中心に
広く県民へPR

販売促進
御社の最先端技術を

来場者に体験いただくことで、
製品への興味喚起、信頼性を
高め販売促進へつながります

人的マッチング
将来を担う若年層との

人的マッチングの場となり、
人材確保の機会が生まれます

様々な効果が期待できます
①企業の製品・サービスへの興味喚起

②生活に密着するIT技術への理解促進

③将来の就職先としてIT業界の魅力発信

社会貢献
沖縄県のIT人材創造事業へ

の支援をすることで、
社会貢献ができ企業の

イメージアップにつながります
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■開催日時：令和2年1月17日（金）・18日（土） 10：00～17：00

■開催場所：ANA ARENA 浦添 （浦添市民体育館）
〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目13-1

■申込方法：出展及び協賛申込書に必要事項を記入し、運営事務局にお申込み
ください。

■申込締切：令和元年11月30日（土）

■出展条件について
（1）自社の製品や技術などの紹介、セールスプロモーションの場としてご活用ください。

（2）基本小間の大きさ及び配置
1小間 3m×3ｍ ※別紙小間レイアウト図を参照ください。
バックパネル、両サイドの袖パネル各1枚分（幅90ｃｍ）
テーブル2台、椅子2脚
※小間の配置は、申込状況に応じて、事務局にて調整させていただきます。

（3）出展費用
出展の際は、1小間あたり5万円（税別）の出展費用が必要となります。
基本小間、社名板（ゴシック文字にて統一）電気配線（コンセント2口（15A）
小間数追加の場合は3万円（税別）×追加小間数が必要となります
屋外出展も募集いたしますが、費用につきましては実施内容とスペースに応じて
調整いたします。

（4）出展に伴う経費の負担
①出展に要する運送費、人件費などの経費は出展社の負担となります。
②台風、その他災害などの主催者の責によらない事由によりイベントが中止に

なった場合においても出展に要した経費の補償はありません。

（5）会場の設営
出展費用に含まれる備品などの設営・撤去は主催者にて行いますが、
その他は各出社でのご対応となります。
①小間内の飾りつけなどは、各出展社様にてお願いします。
②出展費用に含まれる備品などは、主催者で準備しますが、それ以外に必要な

備品などは出展社様にてご準備お願いします。
③会場屋内での火気使用は禁止となります。

（6）ブース内の設営・撤去
①物品の搬入設営時間は前日（1月16日）の15：00～20：00の予定です。

イベント終了後は、18：00までの撤去にご協力お願いいたします。

※出展ならびに協賛プラン、会場レイアウトなどは別紙をご参照ください。
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■小間サイズ 300ｃｍ×300ｃｍ
■パネル枚数 5枚 横90ｃｍ×縦210ｃｍ
■社名板 1枚 横90ｃｍ×縦30ｃｍ
■電源 2口（15A）
■テーブル 2台 180ｃｍ×60ｃｍ
■椅子 2脚

IT津梁まつり2020 基本小間レイアウト図

■壁面利用の際の注意事項
・画鋲などの押しピン類、紙テープや両面テープなどは使用厳禁となります。

※パネルに傷をつけたり、テープのはがし残しがないようにご注意ください。
養生テープや壁掛フックなどをご利用ください。



※小間の場所については、出展社確定後の調整となります

IT津梁まつり2020 会場レイアウト図



IT津梁まつり2020 広告協賛アイテム

項 目 サイズ 単 価
特別協賛A

50万円
特別協賛B

30万円
特別協賛C

15万円
備 考

大枠
（横5.4×縦5.2ｃｍ）

70,000 2紙 2紙 ー ロゴ使用可

中枠
（横5.4×縦2.6ｃｍ）

50,000 ー ー 2紙

小枠
（横5.4×縦1.3ｃｍ）

30,000 ー ー ー

ラジオCM
20秒スポット
ぶら下がり

（1口10本）
55,000 1口 1口 ー

〇〇も応援してい
ます

浦添大型ビジョン
15秒スポット
（1口900本）

100,000 2口 ー ー
音声なし・静止画
映像・データご提
供ください

A4　1ページ 50,000 1枠 ー ー

A4　1/2ページ 30,000 ー 1枠 ー

A４　1/4ページ 15,000 ー ー ー

プログラム看板 横180×縦90ｃｍ 10,000 1枠 1枠 ー ロゴ使用可

事務局対応 30,000 〇 〇 ー
事務局にて配布の
パンフレットに同梱

出展社対応 30,000 〇 ー ー
御社スタッフにょる
配布

屋内ブース 1小間　3×3ｍ 50,000 2小間 2小間 2小間
パネル・机・椅子・
電源などは事務局
にて準備

屋外ブース 要相談 100,000 1ヶ所 ー ー
机・椅子などは事
務局にてj準備

飲食テント 場所提供のみ 30,000 ー ー ー
設営・運営に係る
費用は出店社負
担となります

会場サンプリング

イベントパンフレット

新聞広告
琉球新報

沖縄タイムス

データご提供くださ
い

社名のみ・統一書
体

※表示の金額に消費税は含まれておりません。
※広告アイテムについてはご要望に応じて変更できます。
※LANケーブルなどの準備は、別途費用となります。
※その他、レンタル備品などもざいますのでご相談ください。



申込日

　企業・団体名

代表者

担当者

住　所

TEL FAX MAIL

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署名　　　　　　　　　　　　　　　　

IT津梁まつり2020に下記の内容で出展ならびに広告協賛の申込み致します

1.申込プラン ご希望のプランに☑を入れてください。 ※表示の金額に消費税は含みません。

（1）ブース出展 ※1小間3ｍ×3ｍ ※小間追加の場合は1小間につき3万円加算されます
□屋内ブース出展（1ブース：5万円） 希望小間数（ ）小間

1小間 5万円＋3万円×追加小間数（ ）＝合計金額 〔 万円 〕

□屋外ブース出展（ 万円）

（2）広告協賛
□特別協賛A（50万円） □特別協賛B(30万円） □特別協賛C(15万円）

□新聞広告大枠（7万円） □新聞広告中枠（5万円） □新聞広告小枠（3万円）

※申込締切：令和元年11月30日（土）
※ブース出展及び広告協賛金につきましては、令和元年12月13日（金）までに実行委員会に

お振込み下さい。事前に請求書を発行いたします。

2.事前説明会
出展される企業・団体様に対する事前説明会を12月中旬に開催いたします。
出展に伴う詳細内容や注意事項などについて、ご説明させていただきますので、
ご担当者様の出席をお願いいたします。
日時、場所などつきましてはあらためてご連絡いたします。

●事前説明会への参加 【 可 不可 】 ※どちらかに〇をお付けください

※本出展申込書と合わせて、「出展社ブース概要書」もお送りください。

主なスケジュール
11月30日 締切
12月13日 広告費振込
12月17日 出展社説明会
1月16日 設営
1月17.18 IT津梁まつり開催

最終日撤去

■申込及び問い合わせ・
IT津梁まつり実行委員会
運営事務局 株式会社サン・エージェンシー
担当：君島利英・饒波哲美
住所：沖縄県那覇市上之屋314-2 2F
TEL：098-862-3577 FAX：098-862-6548
MAIL：itfes2020@sun-agc.co.jp

IT津梁まつり2020 出展及び広告協賛申込書



企業・団体名

ブースサイズ （　　　　　　　　）小間 位置

※事務局にて記入します

ブースレイアウト

※ご希望の備品配置等をご記入ください。記載内容に従って、基本備品を設置いたします。
※養生テープなど、ブース装飾やパネル設置などに必要な備品は、各自でご持参ください。

※パンフレットのブース紹介原稿となります。（100文字以内）

ブース表示名

ブース概要

※ブース表示・社名版へ記載する内容を記入ください

□屋内ブース・□屋外ブース

■電源・ネット環境について ※電源使用申請が無い場合は、ご用意できませんのでご了承ください。

必要事項に☑をつけてください。

①有線LAN □使用する □使用しない
※有線LANは有料です。

金額については、有線LAN設置に係る費用総額を,、お申込み者数にて均等割りとさせていただきます。

②持ち込み機材用電源 □使用する □使用しない

③電源使用量 （ ）アンペア

※予定容量を超えてのご利用は、会場全体の電源に影響を与えますので、必ず事前に申請ください。
15アンペアを超える場合はご相談ください。

※延長コードは出展社でご準備ください

■申込及び問い合わせ
IT津梁まつり実行委員会
運営事務局 株式会社サン・エージェンシー
担当：君島利英・饒波哲美
住所：沖縄県那覇市上之屋314-2 2F
TEL：098-862-3577 FAX：098-862-6548
MAIL：itfes2020@sun-agc.co.jp

IT津梁まつり2020 出展ブース概要書


