
WebDB Forum 2015ご協賛プランと特典一覧 
 

  ご協賛特典 
プラチナ 

プラン 

ゴールド 

プラン 

シルバー 

プラン 

ブロンズ 

プラン 

  ご協賛金 50 万円 30 万円 20 万円 10 万円 

1	 
技術報告セッションへの登壇	 

【発表申込み期限：	 [B]10 月 8 日（木）】	 

○	 

（2 件）	 
○	 ○	 ○	 

2	 
ポスターレセプションへの出展	 

【出展申込み期限：	 [B]10 月 8 日（木）】	 

○	 

(ブース大)	 
○	 ○	 ○	 

3	 
Web サイト，プログラム等への社名，ロゴの掲

載	 
特大	 大	 中	 小	 

4	 WebDB	 Forum	 2015 への無料参加枠	 5 名	 3 名	 2 名	 1 名	 

5	 
ご協賛企業の社員様の参加費割引	 

（お一人あたり 4,000 円で参加可能）	 
○	 ○	 ○	 ○	 

6	 
配布資料へのアピールメッセージの封入	 

【メッセージ提出期限：	 [D]11 月 13 日（金）】	 
○	 ○	 ○	 ○	 

7	 学生発表に対する企業賞授与	 ○	 ○	 ○	 －	 

8	 

参加者配布資料へのアイテムの封入・同梱	 

（A4 サイズのフライヤー1枚，小冊子，小さな

グッズのいずれかのアイテムを選択可能）	 

3 個まで	 2 個まで	 1 個まで	 －	 

9	 常設ブースの設置	 
○	 

(ブース大)	 
○	 －	 －	 

10	 
参加者配布資料のバッグのご提供	 

【申込み期限：	 [A]9 月 30 日（水）】	 
○	 －	 －	 －	 

11	 
冠スポンサー昼食会開催権（先着 1社）	 

【申込み期限：	 [C]10 月 30 日（金）】	 
○	 －	 －	 －	 

12	 
冠スポンサーポスターレセプション開催権（先

着 1社）【申込み期限：	 [C]10 月 30 日（金）】	 
○	 －	 －	 －	 

 
【スケジュール】	 

[A]	 2015 年 9 月 30 日（木）	 プラチナプラン	 参加者配布資料のバッグのご提供	 申込期限	 

[B]	 2015 年 10 月 8 日（木）	 技術報告セッション・ポスターレセプション	 申込期限	 

[C]	 2015 年 10 月 30 日（金）	 プラチナプラン	 昼食会・レセプション開催権	 申込期限	 

[D]	 2015 年 11 月 13 日（金）	 配付資料へのアピールメッセージ	 提出期限	 

  



【ご協賛の申込方法】	 

以下のご協賛申込フォームよりお申し込みください． 
	 	 http://j.mp/webdbf2015-sponsorship 
セキュリティ上の理由により申込フォームからの情報送信が困難である場合や，不明な点などございま

したら，産学連携担当<webdb2015sangaku@ubi.eedept.kobe-u.ac.jp>までご連絡ください． 
 
【ご協賛金のお支払いについて】	 

ご協賛金につきましては，代理店の京王観光（株）よりご請求させていただきます． 
後日，申込フォーム記載の担当者様にご連絡差し上げます． 
 
【ご協賛特典のご案内】	 

1. 技術報告セッションへの登壇（希望社のみ）  
! 11月 24日（火） または 25日（水）に開催予定の技術報告セッションにてご発表いただけます． 
! ご発表の内容は技術的な内容に限らせていただきます． 
! 申込み期限は 10 月 8 日（木）とさせていただきます． 
! 協賛申込フォームにて以下の項目をご入力ください． 

1. 発表希望日時（第三希望まで） 
① 希望無し	 

② 24日（火）午前	 (10:00-11:30頃)	 
③ 24日（火）午後	 (12:30-14:00頃)	 
④ 24日（火）夕方 (14:00-16:00頃)	 
⑤ 25日（水）午前 (10:00-11:30頃)	 
⑥ 25日（水）午後 (12:30-14:00頃)	 
（本希望調査はあくまで目安であり，産学連携担当側で発表内容を考慮した上で調整をさせて

いただきます）	 

2. 発表タイトル 
3. 発表者名 
4. 発表者所属 
5. 発表概要 
6. インターネット中継の可否（下記より選択） 

A) 講演・質疑のリアルタイム配信を希望する． 
B) 講演のリアルタイム配信を希望する．質疑応答時は配信を希望しない． 
C) リアルタイム配信を希望しない． 

! プラチナプランの場合，2件ご発表いただくことが可能です．  
! 申込み企業様多数の場合には，先着順にてご発表希望を承ります． 
! セッションの詳細なタイムテーブルは 10月 26日頃，ご連絡させていただきます． 
! 技術報告セッションの発表資料などをWebで公開された場合，WebDB Forum 2015のWebサイ

ト掲載のプログラムからのリンクを貼ります．リンクの設定を希望される場合は，11月 30日（月）



までに産学連携担当<webdb2015sangaku@ubi.eedept.kobe-u.ac.jp>に URLをお知らせください． 
 

2. ポスターレセプションへの出展（希望社のみ）  
! 11月 24日（火）の夕刻に開催予定のポスターレセプションにご出展いただけます． 
! ポスターレセプションは，芝浦工業大学 豊洲キャンパス・食堂にて開催予定です． 

（ご参考）芝浦工業大学 豊洲キャンパス： 
http://www.shibaura-it.ac.jp/educational_foundation/facility/toyosu_campus.html 

! 展示ブースでは，技術的な内容に加えて，製品やサービスの紹介，採用関係の説明等を行っていた

だくことも可能です． 
! ポスターレセプション時には，WebDB Forum 2015の無料参加枠とは別に，3名の社員様にご参加

いただくことができます． 
! プラチナプランの協賛企業様は，ご要望により大きめのサイズのブースの出展が可能です． 
! 申込書記載の内容（出展あり，なし）に変更がある場合は 10 月 8 日（木）までに，ご協賛申込フ

ォームでの入力をお願いいたします． 

 
（ご参考）WebDB Forum 2013のポスターレセプション 

 
3. Web サイト，プログラム等への社名，ロゴの掲載  
! WebDB Forum 2015の公式Webサイト・参加者配布資料に，協賛企業様の社名・ロゴの掲載をい

たします．掲載させていただくロゴの大きさは，ご協賛プランにより下記の通りとさせていただき

ます． 
【プラチナプラン】60000平方ピクセル程度	 	 【ゴールドプラン】40000平方ピクセル程度 
【シルバープラン】20000平方ピクセル程度	 	 【ブロンズプラン】10000平方ピクセル程度 

! ロゴには，協賛企業様ご指定のウェブページへのハイパーリンクを付与させていただきます． 
! 協賛申込フォームに下記の情報をご指定ください．  

1. リンク先 URL 
2. リンク文字列（≒ALT属性） 

申込フォーム送信後、産学連携担当<webdb2015sangaku@ubi.eedept.kobe-u.ac.jp>まで上記規定サ
イズの画像（PNGフォーマット推奨）を添付ファイルでお送りください（既定サイズと大幅に異な
る画像をお送りいただいた場合は，学会側にてリサイズをさせて頂きます）． 



 
4. WebDB Forum 2015 への無料参加枠  
! WebDB Forum 2015への無料参加枠を，プランに応じて提供させていただきます（プラチナ: 5名，

ゴールド: 3名，シルバー: 2名，ブロンズ: 1名）．無料参加枠で参加される場合は，別途郵送の無料
参加券を当日受付にご提示ください． 

 
5. ご協賛企業の社員様の参加費割引  
! 特典 4 の無料参加枠を超える場合でも，協賛企業の社員様は，割引価格（4,000 円）にてご参加い

ただけます． 
! 当日，社員証等，協賛企業の社員様と証明できるものをご持参いただき，受付にご提示ください． 
 
6. 配布資料へのアピールメッセージの封入（希望社のみ）  
! 各協賛企業から頂きました 140文字のアピール一覧を参加者への配布資料に封入します． 
! 参加者や発表者へのアピール，告知にお使い頂けます． 

例）ポスターレセプションや技術報告セッションでの展示，発表内容など 
! アピールメッセージは，11 月 13 日（金）までに，ご協賛申込フォームにご入力ください． 
 
7. 学生発表に対する企業賞授与（シルバープラン以上の希望社のみ）	 
! 優秀な研究発表を行った学生に対し，協賛企業様より企業賞を授与していただきます． 
! 受賞者は，協賛企業様それぞれで決定していただきます． 
! 企業賞授与の際には，協賛企業様のオリジナリティあふれる副賞をご用意ください．なお受賞者の

公平性という観点から，10万円を超えるような高価な副賞はご遠慮いただくようお願いいたします． 
! 企業賞授賞式は，11月 25日（水）夕刻を予定しております． 
! 企業賞授賞式の直前に，企業賞選考委員会を開催いたします．企業賞を授与される企業様は必ずご

出席くださるようお願い申し上げます． 

 

（ご参考）WebDB Forum 2013の企業賞授与式の様子 
 
 



8.	 参加者配布資料へのアイテムの封入・同梱（シルバープラン以上の希望社のみ）	 
! 参加者の配布資料の中に，協賛企業様のフライヤー・グッズ等のアイテムの封入・同梱をさせて頂

きます．	 

! 封入できるアイテムは，「A4 サイズのフライヤー1 枚」「小冊子」「小さなグッズ」のいずれかを

選択できます．ゴールドプラン以上の場合は，複数の種類のアイテムの組み合わせが可能です．	 

【プラチナプラン】アイテム 3個まで 
【ゴールドプラン】アイテム 2個まで 
【シルバープラン】アイテム 1個まで	 

! 同じ種類のアイテムを 2 個以上封入される場合（例えばフライヤー2 枚、小冊子 2 冊など）は，他
社のアイテムとの混同を避けるため，事前に封筒やクリアファイルなどで一つにまとめた上でご送

付いただくようお願いいたします．また，他の種類との組み合わせになる場合も，事前にまとめて

いただくことが望ましいです． 
! 各アイテムは 400個(枚)を目安にご準備ください． 

（400個あることが望ましいですが，400個以下の場合は，先着順にて参加者に配布いたします．） 
（ご参考）WebDB Forum 2014参加者数：約 300名 

! アイテム一式は，11月 16日（月） 〜11月 18日（水） の期間に以下の宛先に到着するように、
ご送付いただきますようお願いいたします．	 

〒135-8548	 東京都江東区豊洲 3-7-5	 研究棟	 13F	 
芝浦工業大学	 工学部	 情報工学科	 書記室（菅谷宛）	 

Tel. 03-5859-8517 
ご送付の際は，外箱の目立つ箇所に以下の文字を大きく明記してください．	 

	 WebDB Forum 2015 / [御社名] / [梱包物名]	 
 
9. 常設ブースの設置（ゴールドプラン以上の希望社のみ）	 
! 会議期間中，ご利用いただけるブースを設置させていただきます． 
! 常設ブースには，A0サイズのポスターを掲示できるポスター，および机・椅子をご用意させていた

だきます． 
! 常設ブースでは，技術的な内容に加えて，製品やサービスの紹介，採用関係の説明等を行っていた

だくことも可能です． 
! プラチナプランの協賛企業様は，ご要望により大きめのサイズのブースの出展が可能です． 
 
10. 参加者配布資料のバッグのご提供（プラチナプランの希望社のみ）	 
! 参加者配布資料を配る際の封筒を，協賛企業様ご提供のロゴ入りバッグに差し替えさせていただき

ます． 
! 複数の企業様からのご提供希望があった場合には，共同制作や費用分担などについて，企業様間で

のご調整をお願いすることがございます． 
! 本特典をお申し込みの場合は 9 月 30 日（水）までに，ご協賛申込フォームにご入力くださるよう

お願い申し上げます． 



  
11. 冠スポンサー昼食会開催権（先着 1 社）（プラチナプランの希望社のみ）  
! 11月 24日（火）または 25日（水）の昼食時間帯に，お申込み企業様主催の昼食会（約 60分）を

開催することができます．  
! 昼食会は，芝浦工業大学 豊洲キャンパス・大会議室にて開催予定です． 

（ご参考）芝浦工業大学 豊洲キャンパス： 
http://www.shibaura-it.ac.jp/educational_foundation/facility/toyosu_campus.html 

! お申込みいただきました企業様には，下記のような内容を想定しておりますが，具体的な内容は応

談可です．（学会のイベントとなりますので，ご希望に沿えないこともございます．あらかじめご了

承いただけますようお願い申し上げます） 
1. 昼食会にて，企業様からお話しいただく時間を確保させていただく 
2. 飲食用テーブルに企業様のグッズを設置させていただく 

! プラチナプランのご協賛金とは別に，20万円の昼食代をご負担いただきます．  
! 本特典をお申し込みの場合は 10 月 30 日（金）までに，ご協賛申込フォームにご入力くださるよ

うお願い申し上げます． 
! 申込み企業様が複数の場合には，先着順にて希望を承ります． 
 
12. 冠スポンサーポスターレセプション開催権（先着 1 社）（プラチナプランの希望社のみ）  
! 11月 24日（火）の夜の時間帯に開催予定のポスターレセプション（約 2時間）を，協賛企業主催

のポスターレセプションにすることができる特典です．  
! お申込みいただきました企業様には，下記のような内容を想定しておりますが，具体的な内容は応

談可です．（学会のイベントとなりますので，ご希望に沿えないこともございます．あらかじめご了

承いただけますようお願い申し上げます） 
1. ポスターレセプションにて，企業様からお話しいただく時間を確保させていただく 
2. 飲食用テーブルに企業様のグッズを設置させていただく 

! プラチナプランのご協賛金とは別に，50万円の追加夕食代をご負担いただきます． 
! 本特典をお申し込みの場合は 10 月 30 日（金）までに，ご協賛申込フォームにご入力くださるよ

うお願い申し上げます． 
! 申込み企業様が複数の場合には，先着順にて希望を承ります． 
 

以上  


