平成 15 年 3 月 27 日
ITS 世界会議 愛知・名古屋 2004 日本組織委員会

『ITS 世界会議 愛知･名古屋 2004』スポンサーシップ募集を４月１日から開始
スポンサーシップは３種類 1５タイプ
2004 年 10 月 18 日（月）から 5 日間にわたって愛知県名古屋市で行われる『第 11 回 ITS 世界
会議 愛知・名古屋 2004』を主催する ITS 世界会議 愛知・名古屋 2004 日本組織委員会（会長
豊田章一郎 ITS Japan 会長）は、４月１日から３種類 1５タイプのスポンサーシップ募集を開始し
ます。
『ITS 世界会議 愛知・名古屋 2004』の協賛を通して、イメージアップを図ることのできるスポン
サーシップの販売促進ツールとして、スポンサーシップ募集骨子を盛り込んだパンフレットを発行
します。
スポンサーシップ募集の骨子は下記の通りです。
１、 スポンサーシップの申込：
申し込み期限は、2004 年（平成 16 年）4 月 30 日（金）までとします。スポンサーシップ料
金は、申込書提出後１ヶ月以内にお支払い下さい（消費税は別途として加算）。この入金を
もって正式受付とします。
２、 スポンサーシップの種類：
スポンサーシップ募集内容は、下記の３種類 1５タイプです。
①ＩＴＳ世界会議を後援頂く「ＩＴＳ世界会議スポンサーシップ」、５タイプ。
②ＩＴＳ世界会議にて開催する各イベントに協賛頂く「ＩＴＳ世界会議イベントスポンサーシップ」、
４タイプ。
③「ＩＴＳ世界会議グッズスポンサーシップ」、６タイプ。（但し、うち３タイプについては、スポンサー
様からスポンサーシップ料金とは別個に物品の提供も頂きます）
３、 スポンサーシップの金額：
＜ＩＴＳ世界会議スポンサーシップ＞
・ダイアモンド
1,200 万円
・ゴールド
600 万円
・シルバー
300 万円

・ブロンズ
・フレンド

−１−

120 万円
60 万円

＜ＩＴＳ世界会議イベントスポンサーシップ＞
・VIP デｲナー
500 万円
・コングレスデｲナー 500 万円
＜ＩＴＳ世界会議グッズスポンサーシップ＞
・コングレスバッグ
1,200 万円
・ハイライト CD
500 万円
・スタッフ｢はっぴ｣
300 万円

・インターネットカフｴ
・プレスルーム

200 万円
100 万円

・コングレスラニヤード
・ペン
・フｱイル

50 万円
50 万円
50 万円

４、 スポンサーシップの内容
ITS 世界会議スポンサーシップ

金額単位は千円

スポンサーシップ特典
１

ダイヤモンド

ゴールド

シルバー

ブロンズ

フレンド

(¥12,000)

(¥6,000)

(¥3,000)

(¥1,200)

(¥600)
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世界会議参加募集の印刷物（Call for Paper、
2nd ｱﾅｳﾝｽﾒﾝﾄ、ﾌﾟﾚﾐﾅﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ﾌｧｲﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
ｼｮｰｶﾞｲﾄﾞ）にｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲載する。

２

開閉会式に、ｵﾝｽｸﾘｰﾝ或はﾎﾞｰﾄﾞにて、ｽﾎﾟﾝｻｰ名
またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲載する。

３

ｾｯｼｮﾝ会場にて、ｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲載したｽ
ﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲示する。

４

展示会場内の会場案内板に、ｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰ
ﾛｺﾞを掲載する。

５

CD-ROM 論文集の CD ﾗﾍﾞﾙに、ｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰ

○

ﾛｺﾞを掲載する。
６

CD-ROM 論文集内容(電子ﾃﾞｰﾀ)のｽﾎﾟﾝｻｰﾒﾆｭｰに、
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲載する。
７

｢ITS 世界会議愛知・名古屋｣のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのｽﾎﾟﾝｻｰ名
またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞから、ｽﾎﾟﾝｻｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸさせる。

８

｢ITS 世界会議愛知・名古屋｣の公式ﾛｺﾞを、ｽﾎﾟﾝｻｰ独自の
広告へ使用できる。

９

ｺﾝｸﾞﾚｽﾊﾞｯｸに入れる印刷物に、ｽﾎﾟﾝｻｰ PR を掲載できる。

2頁

1頁

10

無償で会議登録ができ、ｺﾝｸﾞﾚｽﾃﾞｨﾅｰに参加できる。

4名

2名

1名

11

無償で VIP ﾃﾞｨﾅｰに参加できる。

8名

4名

2名

12

会議登録証にｽﾎﾟﾝｻｰ名またはｽﾎﾟﾝｻｰﾛｺﾞを掲載できる。

13

ﾃﾞｨﾘｰﾜｰﾙﾄﾞｺﾝｸﾞﾚｽﾆｭｰｽに、ｽﾎﾟﾝｻｰ編集記事を掲載。

2 日間

1 日間

−２−

○
3 日間

○

ITS 世界会議イベントスポンサーシップ
●VIP デｲナー(500 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・VIP デｲナー会場に、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲示
・VIP デｲナーの印刷物に、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲載
・スポンサーボードに掲示
・VIP デｲナー招待者 8 名
・スポンサーとして挨拶（5 分間）
●コングレスデｲナー(500 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・コングレスデｲナー会場に、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲示
・コングレスデｲナーの印刷物に、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲載
・スポンサーボードに掲示
・コングレスデｲナー招待者 8 名
・スポンサーとして挨拶（5 分間）
●インターネットカフｴ(200 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・カフｴの名称にスポンサー名を付けることができる
・カフｴ内に、スポンサーPR パネルの掲示とパンフレットを置ける
・スポンサーボードに掲示
※ただし、インターネットカフｴに必要なパソコン等の機材（必要数量は別途連絡）および
設置・調整作業一式は、スポンサー様でご準備願います。
●ﾌﾟﾚｽﾙｰﾑ (100 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・ﾌﾟﾚｽﾙｰﾑ内に、スポンサーロゴを掲示
・スポンサーボードに掲示

−３−

ITS 世界会議グッズスポンサーシップ
●コングレスバッグ(1,200 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・会議登録者（3,000 名以上を予定）に配布
●ハイライト CD(500 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・ケースパッケージまたはラベルに、スポンサー名またはスポンサーロゴを印刷
・会議登録者（3,000 名以上を予定）に配布
●スタッフ｢はっぴ｣(300 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・｢はっぴ｣に、スポンサー名またはスポンサーロゴを印刷
・世界会議事務局スタッフおよび関係者（1 千名以上を予定）が着用
※以下の３タイプについては、スポンサー様からスポンサーシップ料金とは別個に物品の提供も
頂きます。
●コングレスラニヤード(50 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・コングレスラニヤード（登録証かけひも）に、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲載
・会議登録者（3,000 名以上を予定）に配布
※ただし、スポンサー名またはスポンサーロゴ入りのコングレスラニヤード（3,000 本以上）を提
供願います。
●ペン(50 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・ペンに、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲載
・会議登録者（3,000 名以上を予定）に配布
※ただし、スポンサー名またはスポンサーロゴ入りのペン（3,000 本以上）を提供願います。
●フｱイル (50 万円)
募集スポンサー数： 先着順 １社または 1 団体
・フｱイルに、スポンサー名またはスポンサーロゴを掲載
・会議登録者（3,000 名以上を予定）に配布
※ただし、スポンサー名またはスポンサーロゴ入りのフｱイル（3,000 部以上）を提供願いま
す。

以上
−４−

飛躍する移動 ―ITS for Livable Society をテーマとする『第 11 回 ITS 世界会議 愛知・名古
屋 2004』は、住みやすい社会と交通・情報通信・環境のあり方を、専門家だけでなく一般市民を
含む１万人以上の参加者とともに考え、体験し、情報発信する絶好の機会の場となります。新ビ
ジネスについて具体的な「商談の場」として 200 社以上の参加が期待されています。
この件に関する連絡先：
・ITS 世界会議 愛知・名古屋 2004 日本組織委員会東京事務所
担当：下之薗
ＴＥＬ：０３−３５１９−２１７１ ＦＡＸ：０３−３５９２−００９１
・ITS 世界会議 愛知・名古屋 2004 日本組織委員会名古屋事務所
担当：西野（ITS Japan 名古屋事務所内）
ＴＥＬ：０５２−９５４−８５２７ ＦＡＸ：０５２−９５４−８５２９

−５−

