2017 年 11 月
関係各位

Photomask Japan 2018
組織委員会 委員長 渋谷 眞人

スポンサー及び展示会出展社募集のご案内

拝啓 貴社におかれましては益々御隆昌のこととお慶び申し上げます。
さて、1994 年より回を重ねてまいりました国際会議 「ホトマスクジャパン」は、お蔭様で第 25 回
を数えることとなりました。
今回は 2018 年 4 月 18 日から 20 日の 3 日間、パシフィコ横浜（アネックスホール）において開
催を予定しております。また、この会議にあわせて併設展示会を開催する予定です。
つきましては、ここに「Photomask Japan 2018」のスポンサー及び展示会出展募集について、下
記のとおりご案内します。本会議および併設展示会へは毎回多数の方にご来場いただいており、
この機会をぜひ皆様にご活用いただきたいと存じます。

2018 年も引き続き皆様にお役立ていただければと考えておりますので、貴社の広報活動の一
環としてご検討くださいますよう、ここにご案内申し上げます。
敬具

― 記 ―
募集内容
１．

コングレスバッグスポンサー

２．

飲食スポンサー

３．

予稿集への広告掲載

４．

公式ウェブサイトへのバナー広告掲載

５．

ノベルティグッズ提供

６．

展示会

以上

1. 【コングレスバッグスポンサー】
※出展社優先
趣旨： 会期当日、シンポジウム参加者全員に配布するコングレスバッグ
（手提げ紙袋）に貴社のロゴマークを掲載します。※先着4社のみ
料金： 出展社
出展社以外

100,000 円
200,000 円

発行部数： 約300部
特典： 1. シンポジウムの公式資料と一緒に、貴社のカタログ
（参考）PMJ2017 コングレスバッグ
（Ａ4サイズ×1～2枚）を同封することができます。
2. PMJ公式ウェブサイトにスポンサーとして貴社のロゴを掲載
いたします。
※申込後、ロゴデータをお送りください。
※バッグに掲載するロゴマークは、最大縦 8cm×横 8cm とします。
① ②
※掲載場所は、先着順で右図のとおりです。
※ 2018 年 1 月 16 日(火)までに出展社からの申込がない場合は、
③ ④
1 月 17 日(水)以降、出展社以外からの申込を受け付けます。
PMJ ロゴ
2. 【飲食スポンサー】 ※先着順
詳細（予定）：
コーヒーブレイク（受付前）
4月18日（水）： お昼（1回）・午後（2回） 計3回
4月19日（木）： お昼（1回）・午後（2回） 計3回
4月20日（金）： 午前・お昼・午後 計3回

A（2社）
D（2社）
I（2社）

コーヒーブレイク（展示会場内） 4月18日（水）： お昼（1回）・午後（2回） 計3回
4月19日（木）： お昼（1回）・午後（2回） 計3回

B（2社）
E（2社）

モーニングコーヒー（受付前）

4月19日（木）： 朝1回
C（1社）
4月20日（金）： 朝1回
H（1社）
※朝のセッション前の時間にデニッシュ＆コーヒーを参加者へ提供します。
イメージ

バンケットドリンク / 食事
日付

4月19日（木）

18:00～20:00（予定）

F/G（4社/2社）

場所

内容

募集社数

金額

A

受付前（フォワイエ）

コーヒーブレイク計3回

2社

50,000円

B

展示会場（F201+202）内

コーヒーブレイク計3回

2社

50,000円

C

受付前（フォワイエ）

モーニングコーヒー

1社

50,000円

D

受付前（フォワイエ）

コーヒーブレイク計3回

2社

50,000円

E

展示会場（F201+202）内

コーヒーブレイク計3回

2社

50,000円

F

バンケット会場
（F205＋206）内

バンケットでのドリンク

4社

100,000円

バンケットでの食事

2社

150,000円

4月18日（水）

4月19日（木）

G

募集終了

日付

場所

内容

募集社数

金額

H

受付前（フォワイエ）

モーニングコーヒー

1社

50,000円

I

受付前（フォワイエ）

コーヒーブレイク計3回

2社

50,000円

4月20日（金）

特典：
1. お申込いただいたコーナーに貴社ロゴ入りの看板を設置
2. 該当日の時間帯にセッション会場のスクリーンに貴社ロゴマークを表示
3. PMJ公式ウェブサイトにモーニングコーヒー/コーヒーブレイク/軽食/バンケットドリンクのスポンサーとして、
貴社名とロゴを掲載（申込後、ロゴデータをお送りください。）
4. 該当日に各コーナーでマグカップ等グッズの配布が可能
（配布希望のグッズがございましたら、事務局までご相談ください。）

◆ F、G お申込み特典：
バンケットへ下記数ご招待いたします。当日受付にて、バンケットのみ有効の名札をお渡しします。
F (バンケットでのドリンク) ： バンケットへ2名ご招待いたします。
G（バンケットでの食事） ： バンケットへ3名ご招待いたします。

3. 【予稿集への広告掲載】
趣旨： マスク技術に関する最新の装置、部品、材料等を予稿集（Digest of Papers）で
紹介・宣伝していただくことができます。
Digest of Papers: Photomask Japan 2018 – The 25th Symposium on Photomask and NGL Mask Technology
会場にて参加者に配布 （会議終了後 残部を販売）
発行部数：約400部
形式：
料金：

広告原稿は原則英文（和文広告希望の企業様は別途ご相談ください）。
表紙以降のページに1ページまたは半ページで掲載。
1ページ（カラー）90,000円、1ページ（モノクロ） 40,000円 、半ページ（モノクロ）20,000円

入稿： 電子データ（イラストレータ形式・アウトライン済みのもの） ※出力見本用PDFを添付してください。
1ページ：縦26.7cm×横18cm 半ページ：縦12.85cm×横18cm
CD-ROMに保存の上、事務局宛にご郵送いただきます。
※PMJ公式ウェブサイトにスポンサーとして貴社ロゴを掲載します。申込後、ロゴデータをお送りください。

4. 【公式ウェブサイトへのバナー広告掲載】
形式：
PMJ公式ウェブサイトのトップページにバナー広告を掲載
費用：
バナー1つにつき 20,000円
提出方法： バナーの電子データをお送りいただきます。

5. 【ノベルティグッズ提供】
上述以外に、ロゴや社名（英文）入りのノベルティグッズをご提供いただけるスポンサーも募集いたしま
す。詳細については事務局までご相談ください。
※PMJ公式ウェブサイトにスポンサーとして貴社ロゴを掲載します。申込後、ロゴデータをお送りください。

6. 【展示会】
Photomask Japan 2018 第 25 回ホトマスク技術展示会
2018年4月18日（水）・19日（木） ※設営：4月18日（水）朝
会場： パシフィコ横浜 アネックスホール F201+F202 内
協賛： SEMIジャパン
出展料： 210,000円 / 1小間 （W約2.0m ×D2.0m）

パネルは「システムパネル」を使用します。
システムパネルに関する注意事項（釘・画鋲等使用
禁止等）や説明パネルの吊り下げ方法は展示マニ
ュアルにてお知らせします。

バックパネル （W1.94m 内寸 × H2.40m）×1
サイドパネル （W0.95m 内寸 × H2.40m）×2
テーブル
（W1.80m × D0.60m × H0.7m）×1 ＋テーブルクロス
椅子 ×1
蛍光灯（40W）×1
社名板（日英併記） ※希望者のみ
※左記以外の装飾・備品をご希望の場合は、追加料金にて承ります。
コンセント(100V/1kW) ※希望者のみ
詳細は展示マニュアルにてご案内します。
出展対象：
（1） ホトマスク
（2） マスク部材
（3） レジスト
（4） 製造／プロセス装置

（5）
（6）
（7）
（8）

検査装置
修正装置
試験／測定装置
洗浄装置

（9） CADデータ処理
（10） シミュレーション
（11） 出版・サービス

出展申込：
※申込上限2小間ですが、3小間以上ご希望の場合は事務局にご相談ください。
※出展社のシンポジウム参加登録については、特別料金のご案内を予定しております。
登録方法他 詳細は2018年2月頃にご案内いたします。
※1月中（予定）に「出展料請求書」 を送付いたします。2018年2月28日（水）までに、出展料をお支払
いください。（銀行振込）
※ブースの配置つきましては、PMJ 実行委員会にて勘案のうえ、決定いたします。
※申込小間総数が予定数を越えた場合は、調整をお願いすることがございます。
※出展申込書に記載の「出展規約」をご覧ください。
出展申込解約について：
出展申込後のキャンセルは、原則として認めません。やむをえず出展申込取消または小間数変更の場
合は文書にてお知らせください。この場合下記のキャンセル料をお支払いいただきます。

出展申込～2018年1月16日（火）まで
無料
2018年1月17日（水）～2月28日（水）まで 出展料の50％
2018年3月1日（木）以降
出展料の100％
展示会の中止・短縮について：
展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または地震・台風・火災等の天災、感染症、
テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により開催が著しく困難となった場合は、PMJ組織委員会
の判断によって会期や開催時間を変更、もしくは開催を中止することがあります。PMJはこれによって生ず
る損害、費用の増加、その他出展社に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。開催
中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合でも、出展料は返却できませんことを、
ご了承下さい。開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合は、弁済すべき必要経費を差
し引いた出展料の残額を、出展社に返却いたします。
展示スケジュール（予定）：
2018年1月16日（火） 出展申込締切
2018年1月中
「出展料請求書」送付
2018年2月下旬
出展社説明会（「展示マニュアル」、「フロアプラン」配布）
2018年2月28日（水） 出展料お支払い期限
2018年4月18日（水） 朝：搬入～展示会1日目
2018年4月19日（木） 展示会2日目～終了後、即日撤去
※展示に関する注意事項等の詳細は「展示マニュアル」にてお知らせいたします。

7. 【スポンサー・展示会 お申し込み方法】
2018年1月16日（火）までに、別添の申込用紙にご記入の上、事務局宛にE-mail 添付またはFaxにて
お送りください。
※バッグ・飲食・広告・バナー広告・グッズスポンサーは、ロゴデータをお送りください。PMJ公式サイトの
「Supporting Companies」のページに掲載します。
※バナー広告をお申し込みの場合はwebバナー用のデータもお送りください。

申込・問合せ先： ホトマスクジャパン事務局
担当：佐藤・太田・宮本
〒105-8335
東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン内
TEL：03-5657-0777
FAX：03-3452-8550
事務局 E-mail: pmj@jtbcom.co.jp （スポンサー） pmj-exh@jtbcom.co.jp （展示）

