
P R オ プ シ ョ ン 利 用 申 込 書
APPLICATION FORM for Promotional Option

スマートアグリ ジャパン事務局　行　FAX：03-3503-7620
Submit to Smart Agriculture Japan Management Office   FAX  +81-3-3503-7620
E-mail：saj@gpec.jp

【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。
<Regarding the Personal Data> As an organizer, we will carefully handle the lodged personal data. Please ask us to delete your registration information if you want.
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  備考／Remarks

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

　　　　　　　　　/　　　/　　

会社名
Company 

Name

所在地
Company 
Address

〒 TEL

FAX

担当者
Contact

氏名
Name

E-mail：

申込者／Applicant

印

申込日 (年/月/日)
Date(D/M/Y)

部署・役職
Dept. / Position

単価（税込） a
Unit Price *including tax

申込枠数 b
Number of advertisement

料金 （ a × b ）

会場マップ広告 ￥165,000 枠  ￥

2．会場マップ広告／Floor Map Advertisement 　　　：　　　/　　　/　 申込期限：2022年5月31日
Deadline：May 31,  2022

申込日 (年/月/日)
Date(D/M/Y)

○ ○ ○○

1．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）　　
30min／session  (capacity : Maximum 80 persons) 　　　：　　　/　　　/　 申込期限：2022年3月31日

Deadline：March 31, 2022
申込日 (年/月/日)
Date(D/M/Y)

申込セッション数／Number of Sessions Required　 a
単価（税込）／

Unit Price 
*including tax　 b

料金／Total Fee （ a × b ）

￥77,000 ￥

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 desirable date & time, and write the number from 1 to 3. The timetable and details shall be fixed by the management office later. 

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

7/20(Wed.)

7/21(Thu.)

7/22(Fri.)

セッション／
Sessions

○
○

○○

Time
Date



P R オ プ シ ョ ン の ご 案 内
Promotional Option

1  出展者プレゼンテーション
～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：2022年7月20日（水）～22日（金）
●会　　場：スマートアグリ ジャパン会場内
●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：￥77,000（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）

出展者プレゼンテーションを申込みいただくと、公式サイトへ PR 動画を掲載することができます。
５～６月ごろ公開予定。サービス利用は任意です。1社1動画（予定）

2  会場マップ広告
～全来場者が手にする会場マップへの広告掲載＆ブース位置明示で訪問者数アップ～

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 might be easy to get the opportunities that will lead visitors to your booths after the seminar.
- fee : JPY77,000 *including tax
- Seating capacity : 80 persons
- Attached equipment : projector, screen, seats, table, microphone
* If you need other equipments or facilities, please contact to management office.

【広告掲載要領】
●掲載場所：会場マップ  広告スペース
●料　　金：165,000円（税込）／1枠
●仕　　様：横40mm ×縦20mm、4色
 　　Adobe Illustrator 形式にて入稿

※掲載イメージ

ブース：S -22

ブース：S -22

ブース：S -22

ブース：S -22

② Floor Map Advertisement 
Your company's advertisement will be posted on the 
floor map will be distributed at the hall.

・ fee：JPY165.000- *including tax
・ Size：40mm ×20mm

新サービス


