
カンファレンス 2021年12月14日ー17日

展  示  会 2021年12月15日ー17日

会      場 東京国際フォーラム(有楽町)

sa2021.siggraph.org 

シーグラフアジア 出展・
スポンサー募集要項

Sponsored by Organized by 



1

WHY SIGGRAPH ASIA?

SIGGRAPH Asia 2021はグローバルマーケティング戦略に
更なる付加価値を与えます:

L IVE

アジア太平洋地域において市場での
存在感とブランド価値を伝える

新たなチャンスへの機会を育む
世界中のデジタルコミュニティの
関係者や企業とつながる

業界の未来にインスピレーションを与え
毎年多数参加する学生ボランティアを
支援する場として
 

最新の技術や機器の展示
新製品の発表や、インパクトのあるプロモーション
のためのワンストップイベントとして活用

あなたのゲーム製品の
ブランド力 認知度向上に

10,000人を超える専門家、業界リーダー、
開発者、潜在的な投資家、国際的なメディア、
若い専門家、学識経験者などとの新たなネット
ワーク構築の機会を提供
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スペースのみのレンタル料金
＊最小2小間18㎡～

スタンダード・パッケージ
＊最小1小間9㎡～

プレミアム・パッケージ 

＊最小1小間9㎡～ 

 「早割料金」 対象期間 :
2021年5月31日まで
￥544,500 / 1小間

 「通常料金」 対象期間:

2021年6月1日以降

￥623,700 / 1小間

 「早割料金」 対象期間 :
2021年5月31日まで
￥653,400 / 1小間

 「通常料金」 対象期間:

2021年6月1日以降

￥742,500 / 1小間

 「早割料金」 対象期間 :
2021年5月31日まで
￥722,700 / 1小間

 「通常料金」 対象期間:

2021年6月1日以降

￥792,000 / 1小間

* マーケティング強化パッケージは、メイン出展者のみご利用いただ
けます。共同出展者がマーケティングパッケージによるブランディングを
ご希望の場合は、別途料金が必要となります。請求書は、特に記
載がない限り、共同出展者に送付されます。

Note: 
1小間は9㎡ 
ブースのイラストは、前回開催時施工の一例です。変更の可能性があります。 
すべての金額には消費税10%が含まれます。

マーケティングパッケージ 料 金 

ベーシック マーケティングパッケージ 
オンライン出展者リストへの企業名、
住所、連絡先の掲載

無  料 

マーケティング 強化パッケージ*
オンライン出展者リストへの企業ロゴの
掲載
ビジターガイド内フロアプランへの企業ロゴの
掲載

￥17,600 

出展者バッジ 
出展者バッジの追加注文（1個あたりの
料金） 

￥1,100 
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スポンサー・オプション

スピーキング・オポチュニティ (自社セミナー)

スポンサー・パッケージ

ブランド スポンサー 

レセプション スポンサー

ブランディング オポチュニティ (デジタル＆オンサイト)

カンファレンス スポンサー

学生ボランティア サポート 

テクノロジー スポンサー
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貴社の商品やサービス、最新のプロジェクト内容、リクルートプラン、求人情報など、

様々な情報を参加者に提供できる9 0 分のPR枠です。宣伝広告の一環として活用で

き、商用利用でも制限はありません。基本的な音響設備（マイク、プロジェクター、スク

リーン）が含まれます。また、 トークの内容は事前に公式ウェブサイト、Eニュースレター、

イベントアプリなどでも告知されます。

エキジビター トーク    の  1 日貸 し切りプランです。9 0 分のPRトークを4 回開催することが

できます。マルチセッションで参加者との交流が図りやすくなります。トークの内容は事前に

公式ウェブサイト、Eニュースレター、イベントアプリなどでも告知されます。 

⚫ セッションの時間帯は先着順となります。

⚫ すべての金額には消費税10%が含まれます。

1 セッション 4 セッション / 終日貸し切りプラン

￥418,000 (税込) ￥1,485,000 (税込)
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プラチナ・スポンサー ゴールド・スポンサー シルバー・スポンサー カンファレンス・スポンサー

スポンサー料金 ￥ 7,150,000 (税込) ￥ 6,490,000 (税込) ￥ 5,280,000 (税込) ￥ 2,860,000 (税込)

展示スペース 
スペースのみ～72㎡、

または 
プレミアム パッケージ 54㎡ 

スペースのみ～54㎡、

または 
プレミアム パッケージ 36㎡ 

スペースのみ～54㎡、

または 
プレミアム パッケージ 36㎡ 

- 

カンファレンス パス
フルカンファレンス パス10枚
(エレクトロニックシアター＆レセプション

チケット各1枚を含む)

フルカンファレンス パス６枚
(エレクトロニックシアター＆レセプション

チケット各1枚を含む)

フルカンファレンス パス４枚
(エレクトロニックシアター＆レセプション

チケット各1枚を含む)

フルカンファレンス パス10枚
(エレクトロニックシアター＆レセプション

チケット各1枚を含む)

チケット ディスカウント 25% 
すべてのチケットで特別オンラインコード利用可 

20% 
すべてのチケットで特別オンラインコード利用可 

15% 
すべてのチケットで特別オンラインコード利用可 

15% 
すべてのチケットで特別オンラインコード利用可 

Eニュースレター 200字までのPR記事掲載を2 回 

（ロゴ、商品イメージ、Webリンクを掲載可）

200字までのPR記事掲載を1 回 

（ロゴ、商品イメージ、Webリンクを掲載可）
バナー広告1掲載（300w×250h pixels）

(Webリンク付) 
- 

スポンサー リコグニション
• スポンサー企業として公式Webサイト、印刷物、携帯アプリへの企業ロゴ掲載
• SIGGRAPH Asia 2021 Eニュースレターに、スポンサー企業として企業ロゴ掲載
• 公式Webサイトの参加企業・ブランド一覧に、企業プロファイルを掲載

会場内での 
ブランディング露出 

• スポンサー企業として、会場メインエントランスアーチに企業ロゴを大々的に表示
• スタンドバナーを1ヵ所に設置（場所は主催者が決定）

イベントバッグへの
フライヤー挿入配布

• カンファレンスバッグへのフライヤー1枚(A4サイズまで)または景品サンプルグッズの挿入配布

追加サービス 

下記メニューから 1点を選択 

ランヤード・スポンサー（1社独占）
カンファレンスバッグ・スポンサー（1社独占）
参加者バッジ・スポンサー（バッジ広告裏面）
モバイルアプリのバナー広告
カンファレンスプログラム・スポンサー

(プログラムの選択可）
チャージングステーション(充電スタンド)での
広告

下記メニューから 2点を選択 

カンファレンスバッグ・スポンサー（1社独占）
参加者バッジ・スポンサー（バッジ広告裏面）
モバイルアプリのバナー広告
カンファレンスプログラム・スポンサー

(プログラムの選択可）
チャージングステーション(充電スタンド)での
広告

Webサイト・リーダーボードのバナー広告
EニュースレターでのPR記事掲載
Eニュースレターでのバナー広告

下記メニューから 3点を選択 

カンファレンスプログラム・スポンサー
(プログラムの選択可）

学生ボランティアユニフォームへのロゴク
(先着順に配置)

Webサイト・リーダーボードのバナー広告
EニュースレターでのPR記事掲載
Eニュースレターでのバナー広告

メインホールのカンファレンス・スポンサーは、
以下のプログラムにて企業ロゴを大々的に表示す
るブランディングが可能

オープニング
基調講演
フィーチャード・セッション
クロージング

SOLD OUT!
SOLD OUT!

tanno
取り消し線

tanno
取り消し線
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ブランド スポンサー 

ブランド スポンサー: 

￥2,200,000 (税込)

ブランドスポンサーは、エクスペリエンスホールやメインセッションを含むSIGGRAPH

Asia 2021すべてのエリアでブランドの活性化と認知度アップを図るためのパッケ
ージです。ブランド スポンサーは、関連産業以外の製品やサービス、（例：軽食、
飲料ボトル、スピーカーや学生ボランティアのためのパッケージ軽食、文房具等）
の提供によるブランディングをご希望される企業を対象としています。 

スポンサー特典:

◼ ブランド認知度アップを目的とする展示スペース36㎡(スペースのみ)

◼ 公式ウェブサイト、Eニュースレターにおけるスポンサー企業ロゴ掲載

◼ 会場配布用プリントガイドへのスポンサー企業ロゴ掲載

◼ 会場メインエントランスアーチに、スポンサー企業として、企業ロゴを大々的に表示

◼ 参加企業・ブランド一覧に企業プロファイルを掲載

◼ ご希望により、スポンサー製品の会場配布（※最終的なスポンサー契約書にて決定）

◼ SIGGRAPH Asiaのソーシャルフィードでの告知1回

◼ カンファレンスバッグへのフライヤー1枚(A４サイズまで)または景品サンプルグッズの挿入配布

◼ フルカンファレンスパス３枚進呈

◼ エクスペリエンスパス5枚進呈

◼ カンファレンスパスの10%限定割引コード



sa2021.siggraph.org 

レセプション スポンサー

タイトルスポンサー(1社限定):

￥4,708,000 (税込)

共同スポンサー:

￥1,980,000(税込)

SIGGRAPH Asiaでのネットワーキングの最前線で、コミュニティを繋ぐ
サポーターになりませんか。

スポンサー特典:

◼ ブランド認知度アップを目的とするプレミアムパッケージの展示ブース18㎡

◼ レセプション会場でのデモンストレーション/インフォメーション用デスク 1台

◼ レセプション会場でのスポンサーロゴ表示によるブランディング

◼ レセプション会場でのビデオ/デモンストレーション ショーケース×1台 ※タイトルスポンサー限定

◼ レセプション開始時の2分間スピーチ ※タイトルスポンサー限定
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ウェブサイト広告
(固定 & ローテーション広告) 

◼ リーダーボードバナー広告（デスクトップ用
728w×90h、モバイル用320w×100h）
￥440,000 (税込)

◼ スクエアバナー広告 (300w X 300h)

￥352,000 (税込)

モバイルアプリ広告
◼ バナー広告

￥1,177,000 (税込)

Eニュースレター広告
(Eニュースレターへの広告掲載1回。 
配信は主催者の裁量に委ねられる) 
◼ バナー広告

(300w X 300h, 固定広告 & ハイパーリンク)
￥236,500 (税込)

◼ 企業ロゴ + PR記事掲載
(150 字までのPR記事掲載、ウェブサイトへのリンク
可)￥297,000 (税込)

公式ソーシャルメディアへのスポンサー投稿
￥ 236,500(税込)

SIGGRAPH Asiaの公式ソーシャルメディアプラットフォーム
(Facebook/Twitter/Instagram)で製品発表や企業の最新情報を
宣伝し、グローバルコミュニティへのダイレクトアクセスが可能です。
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ブランディング オポチュニティ (会場) 

会場デジタルサイネージ ランヤード

SIGGRAPH Asia 2021のロゴと一緒に 
ランヤードへの企業ロゴを掲載
 ロゴ掲載スポンサー1社独占

￥1,870,000 (税込)

 ロゴ掲載スポンサー３社限定の場合

￥704,000 (税込)

カンファレンスバッグ
￥1,870,000 (税込)

参加者に広告塔になってもらいましょう。貴社のブラ
ンドイメージやキーメッセージが描かれたバッグを持っ
た参加者が会場内を移動する際、PR広告として
機能します。6,000個、1スポンサー限定。制作は
SIGGRAPH Asia チームが行います。

参加者ラウンジ/ ネットワーキング 
ラウンジ
￥1,870,000 (税込)
着席ラウンジは、SIGGRAPH Asiaの公式ビジ
ネスマッチングプラットフォームを介してミーティング
をされる方々にご利用いただきます。

参加者バッジ 

￥1,320,000 (税込)
参加者全員が携帯するバッジの裏にある 
プライム広告スペース 

ホール内シーリングバナー
＊料金はお問い合わせください。 

展示フロア内でブースの認知度を最
大限にアップしませんか︖ブース真上
の天井にブランドバナーを吊るすことが
できるオプションプランです。アートワー
ク、印刷、リギング費用は含まれていま
せん。バナーの仕様は、ブースサイズに
よって制限がある場合があります。主
催者にご確認下さい。

チャージングステーション
￥627,000 (税込)

展示ホール内に設置されるモバイルやノート
PC用充電スタンドでの広告スペース

* 料金はお問合せ下さい。

トランスポーテーションカード
￥297,000 (税込)　準備中

スタンディング バナー
￥297,000 (税込)

イベント期間中、来場者の目につきやすい場所
に戦略的に配置されるため、広告やセッションス
ケジュールの案内に最適です。

バッグへのフライヤー/景品サンプル 
挿入配布 
￥236,500 (税込) 
カンファレンスバッグへの貴社のプロモーション用フラ
イヤー1枚(A４サイズまで)または景品サンプルグッ
ズの挿入配布による広告オプション
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プログラム スポンサー
￥ 946,000 (税込)

特定のカンファレンスプログラムをサポートするスポンサーメニューです。

Art Gallery, Computer Animation Festival, Courses, Emerging 
Technologies, Technical Papers, Technical Communications, 
Posters, XR 等のプログラムをサポートすることで、各分野の最先端の業界関
係者や技術にリーチしませんか？ 

スポンサー特典:

◼ スポンサー企業として公式Webサイト、印刷物、携帯アプリへの企業ロゴ掲載

◼ スポンサー企業として、会場メインエントランスアーチに企業ロゴを大々的に表示

◼ SIGGRAPH Asia 2021 Eニュースレターに、スポンサー企業として
企業ロゴ掲載

◼ 公式Webサイトの参加企業・ブランド一覧に、企業プロファイルを掲載

◼ 特定のプログラム プレセッションにおいてスポンサー企業としてロゴ掲載

◼ SIGGRAPH Asiaのソーシャルフィードでの告知1回

カンファレンス USB

￥ 2,354,000 (税込)

カンファレンス参加者全員に配布されるUSBにスティックにブランドを掲載。
容量：64GB、数量：1,500個
制作は、SIGGRAPH Asia チームが行います。

スポンサー特典:

◼ スポンサー企業として公式Webサイト、印刷物、携帯アプリへの企業ロゴ掲載

◼ スポンサー企業として、会場メインエントランスアーチに企業ロゴを大々的に表示

◼ SIGGRAPH Asia 2021 Eニュースレターに、スポンサー企業として
企業ロゴ掲載

◼ 公式Webサイトの参加企業・ブランド一覧に、企業プロファイルを掲載

FRONT 

BACK 

＊写真の USBデザインは変更される場合があります。 
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学生ボランティアプログラムサポート 
学生ボランティアプログラムを通して、毎年200名近いCGを学ぶ熱心な学生が世界中からシーグラフアジアへ集結します。 
このプログラムにサポートをすることで世界中から集まる明日のプロフェッショナルと独占的に接する事ができます。 

学生ボランティアプログラム 
ユニフォームへのロゴ掲載:
(スポンサー最大5社)

 左/右 袖へのロゴプリント
￥ 352,000 (税込) / 1ヵ所

 左/右 前身頃へのロゴプリント
￥ 374,000 (税込) / 1ヵ所

 背面へのロゴプリント
￥ 528,000 (税込)

スペシャルトークセッション(2セッション限定)
￥ 297,000 (税込)

全学生ボランティアが参加するオリエンテーションの前
または閉会式の前に予定される30分間を、セッションとして
ご利用頂けます。(マイク・プロジェクター等、標準AVを含む)

＊写真の ユニフォームデザインは変更される場合があります。
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テクノロジー スポンサー

ワークショップ、カンファレンス・ルーム、イベントにて技術機材のご提供を行って頂く無償スポンサー

メニューです。参加者がライブで機材や技術に触れることによるPRメリットが期待できます。:

カメラ/ビデオ
撮影機材 

コンシューマ向けゲーム

スクリーン /
プロジェクター

ゲーミングチェア/ 
ビーンバッグチェアなどの家具

VRヘッドセット（マウントを含む） 

優秀な学生ボランティアへの表彰品や
抽選会用の景品

ご希望のメニューはございましたか? 
貴社のブランディングにマッチしたカスタムスポンサー
シップのパッケージをご提案致します。
お気軽にご相談ください︕

SECURE YOUR 
SPONSORSHIP TODAY! 
kmjpn@koelnmesse.jp 

* 1プログラムあたりの協賛品は、上記のものに限定されません。

協賛機材の配送と回収は、スポンサー企業にご対応を頂いてます。
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お問合せ先 

シーグラフアジア2021 日本事務局 (ケルンメッセ株式会社内)

TEL: 03-5357-1280
kmjpn@koelnmesse.jp




