2020 年 12 月吉日
公式ガイドブックの発行中止と
公式ホームページ バナー広告募集について

施設園芸・植物工場展（GPEC）
・スマートアグリ ジャパンでは、感染症対策の一環として
公式ガイドブックの発行を中止することを決定しました。これに伴い、オプションメニュー
の「公式ガイドブック広告」を廃止いたします。お申込みをご予定されていた企業・団体の
みなさまには、ご迷惑をおかけして恐縮ですが、ご理解いただきたくお願い申し上げます。
つきましては、新たに「公式ホームページ バナー広告」の募集を開始いたします。バナ
ー広告は、GPEC およびスマートアグリ ジャパンのトップページに注目出展者としてピック
アップし掲載いたします。バナー広告の掲載位置、料金等の詳細は、2 ページ目以降をご覧
ください。
みなさまからのお申込みをお待ちしております。

施設園芸・植物工場展（GPEC）事務局
スマートアグリ ジャパン 事務局

オプションメニューのご案内
Sub-Menu for your Exhibition

1．出展者プレゼンテーションについて
〜ブース展示だけでは伝えきれない貴社製品の魅力・技術を発信する絶好のチャンス！〜
【実施要領】
●開 催 日：2021年7月14日
（水）
〜16日
（金）
●会

場：GPEC 会場内

●会場形態：形式…シアター形式（椅子のみ）
定員…80名（予定）
時間…30分
備品…プロジェクター、スクリーン、椅子（客席）、演台、卓上マイク
●料

金：￥55,000（税込）/ 30分
◎実施スケジュールは事務局にて調整・決定します。
◎追加備品が必要な際は、事前に事務局へお問合せください（別途有料）。
（例：パソコン、DVD プレイヤー、ホワイトボード、机

など）

1. Exhibitor's Presentation

A special stage will be set up in the hall for various presentation such as the introduction of services and new products.
You can make strong appeal to the audience.
It will be easy to plan tour programs that will lead visitors to your booths after the seminar ends.
- Seating capacity : 80 persons
- Attached equipment : projector, screen, seats, speech table, desktop microphone
* If you need other equipment or facilities, please contact to management office.

2．公式ホームページ

バナー広告について

〜トップページで注目出展者として Pick Up ! ローコスト・ハイパフォーマンスを実現〜
●掲載場所：GPEC・スマートアグリ ジャパン
公式ホームページ
●掲載期間：申込・料金ご入金

トップページ
～

2021年10月31日

申込が早いほどお得です
●料
●枠

金：A 枠

220,000円（税込）

B枠

110,000円（税込）

数：A 枠
B枠

限定3枠
8枠予定（申込状況により増減します）

●入稿形態：gif もしくは jpg データ形式
A 枠：

800×800px

B 枠：

800×400px

（実際の表示サイズとは異なります）

※掲載イメージ

オプションメニュー利用申込書

APPLICATION & CONTRACT for Sub-Menu
GPEC事務局

行 FAX：03-3503-7620

Submit to GPEC Management Office

お申し込みは、FAX または E-mail で受け付けます
Acceptance of the application just in FAX or E-mail.

FAX +81-3-3503-7620

E-mail：ofc@gpec.jp

申込日 ( 年/月/日 )

1．利用申込者／Applicant

/

Date(D/M/Y)

/

会社名

印

Company
Name

〒

所在地

TEL

Company
Address

FAX

担当者

部署・役職

氏名

Dept. / Position

Name

Contact

E-mail：

2．出展者プレゼンテーション／Exhibitor's Presentation
1セッション／30分（定員80名）

申込日 (年/月/日)
：
Date(D/M/Y)

30min／session (Seating capacity : 80 persons)

申込セッション数／Number of Sessions Required

/

単価（税込）／

a
○

Unit Price

*including tax

セッション／
Sessions

Deadline：March 31, 2021

料金／Total Fee（ ○
a ×○
b ）

b
○

￥55,000

申込期限：2021年3月31日

/

￥

希望開講日時（ご希望の日時を３つまで、①～③と記入してください。実施スケジュールは事務局にて調整・決定します。
）
Please check the desired date & time, and write the number from 1 to 3. The timetable and details shall be adjusted by the management later.
Date

Time

10:30-11:00

11:15-11:45

12:00-12:30

12:45-13:15

13:30-14:00

14:15-14:45

15:00-15:30

15:45-16:15

7/14(Wed.)
7/15(Thu.)
7/16(Fri.)

3．公式ホームページ バナー広告
掲載場所

申込日 (年/月/日)
Date(D/M/Y) ：

単価（税込） ○
a

申込枠数 ○
b

￥220,000

枠

￥

B枠

￥110,000

枠

￥

枠

￥

受付日／Date

No.

担当者印1／

Confirmed 1

担当者印2／

Confirmed 2

承認印／
Approved

/

申込期限：2021年5月28日
Deadline：May 28, 2021

料金（ ○
a × ○
b ）

A枠

申込小計

事務局
使用欄／

/

備考／Remarks

Show
Management
Use Only
【個人情報の取り扱いについて】
ご提出いただきました個人情報につきまして、今後事務局から展示会情報などのご案内（ダイレクトメール・E-mail）をお送りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。 なお、ご提出いた
だきました個人情報は、事務局にて厳重に管理いたします。 また、事務局が管理するご自身の情報について、修正、展示会情報等の受け取りの停止、データベースからの登録抹消を希望される場合は、事務
局までご連絡ください。
<Handling the Personal Data> As an organizer, we will carefully handle the lodged personal data. You can always ask us to delete your registration information.

