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会期

会場

主催

運営

来場予定数

後援(2019年実績)

展示会 / カンファレンス 2020年4月13日(月)～15日(水)

幕張メッセ

APPS JAPAN（アプリジャパン）実行委員会

株式会社ナノオプト・メディア

約15万人 ※同時開催イベント含む

一般社団法人日本Web協会、 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム、
特定非営利活動法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構、 日刊工業新聞社、
日本ウェアラブルデバイスユーザー会、 World Wide Web Consortium(W3C)
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来場対象者

出展対象製品/サービス[次世代デジタルメディア関連製品・ソリューション]

■ ユーザー企業
-企画部門・販促・マーケティング活動担当部門

■ アプリケーション開発企業
■ 広告関係者
-広告主、広告代理店、開発者、クリエイター、プロダクションなど
■ ビジネスパートナー候補者
-商社・メーカー・プロダクション・ベンチャーキャピタルなど

■開発支援/プラットフォーム
開発/開発支援ツール/プッシュ通知ASP/アプリ検証/アプリ広告/
VR/ＢａａＳ/ＳＤＫ/ＡＰＩ提供など

■アプリ
ネイティブ、Ｗｅｂ、ハイブリッド問わず以下の分野における
アプリやサービス提供を行っている企業や団体

スマートフォン・タブレット / ウエアラブルデバイス / デジタルサイネージ・スマートテレビ / 
自動車・自動運転技術 / ロボット / ＡＩ・機械学習 など

江口 靖二 合同会社江口靖二事務所 代表 / 一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム 常務理事

大津谷 亮佑 NTTコミュニケーションズ株式会社 技術開発部 担当課長

近藤 昭雄 Singularity株式会社 代表取締役社長

嶋 是一 株式会社KDDIテクノロジー 開発４部 部長 / 特定非営利活動法人日本Androidの会 理事長

多田 周平 株式会社ニューフォリア 代表取締役社長 / 一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム 理事

三村 宏康 株式会社ディー・エヌ・エー システム＆デザイン本部 品質管理部 部長

APPS JAPAN 実行委員会（2019年実績）
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すべてのものがインターネットにつながるIoT時代に突入し、起動・制御・管理において
ますますアプリケーションが活用されています
APPS JAPAN は、それにともないスマートフォンやパソコンなどのデバイスからウエアラブ
ルデバイス、WEB、コマース、店舗、自動車、ロボット、医療、教育、SNSなど様々な
シーンにおいて活用が見込まれるアプリビジネス関連企業の祭典として、新たなビジネ
スを創出します。

・エンターテイメント
・スポーツ
・商業施設、交通機関
・ゲーム
・広告代理店、制作会社

・小売業
・通販事業
・流通、物流
・不動産業
・観光、旅行

・マーケティング会社
・行政、自治体
・メーカー

http://www.f2ff.jp/apps-japan/
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APPS JAPAN  企画構成

コンファレンス

ShowNet

ウェアラブルデバイス、自動車、ロボット、家電などインターネットにつながるすべての
端末とスマート社会に必要とされるアプリケーションビジネス関連企業の祭典

・・・次世代デジタルメディア
インテグレーション

■企業内ネットワークソリューション
■最先端ネットワークテクノロジー
■次世代インターネット
■ISP・キャリア・データセンターソリューション
■新製品/新サービス

次世代デジタルメディアを支える技術
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APPS JAPAN
特別企画

クラスルーム
セミナー

ユーザー企業

40%

ソフトウェア製品製造業

8%
システムインテグレーター12%

広告/デザイン/制作会社 4%

コンテンツ制作/管理/配信

3%

コンサルティング 2%

通信キャリア 4%

業種

購入/導入の決定を下す

具体的な製品/サービスの

推薦/指定 30%

製品/サービスの仕様を

検討/決定する

24%

9%

製品導入への関与度

61% は

検討・決定に関与

・・・ 街角メディア
コミュニケーション

・・・空間情報から始まる
ビジネスイノベーション

展示会



協賛・出展プラン
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通常小間出展

■ 小間単価 / 3m x 3m / 9㎡：420,000円(税別)

《 出展料金内訳 》

■ 出展スペース(1小間/3m × 3m = 9㎡)
■ バーコードリーダー(1社1台)
■ ウェブサイト上で展示ブース紹介
■ 展示会招待券の提供

※各申込期限を過ぎた場合は、上記のメリットがご提供されない場合がございます
※4小間以上については10月31日迄小間位置の仮押えが可能でございます

デモカウンターブース出展

1ユニットプラン
（正面からみたイメージ）

《 出展料金内訳 》

■ 出展スペース(1ユニット/W1500 × D700 × H2700)
・電源：0.5kw コンセント2口
・スポットライト（社名板用）
※ブースの仕様は変更する場合がございます。予めご了承下さい
※背面には壁はなくオープンスペースでございますが、パネルは吊ることが可能になります

■ ウェブサイト上で展示ブース紹介

■ 展示会招待券の提供
※ バーコードリーダーレンタルは有償、1台20,000円(税別)となります。

出展費用：150,000円 / 1ユニット

■ 小間単価 / 3m x 6m / 18㎡：通常 840,000円 → 特別価格 600,000円(税別)

《 出展料金内訳 》
■ 出展スペース(1小間/3m × 3m = 9㎡)
■ バーコードリーダー(1社1台)
■ 公式Webサイトへの貴社PR掲載
■ 展示会招待券の提供

※小間の位置は事務局にて指定

特別プラン 〔2小間〕

早期割引締切：2019年10月31日(木)
最終締切 ：2020年 1月31日(金）
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ミーティングスペース

■ Aタイプ/ 応接タイプ

¥300,000(税別)

■ Bタイプ/ ミーティングタイプ

¥280,000(税別)

付属仕様

■ システム
■ ドア(鍵付)
■ 社名プレート
■ スポットライト(100W4灯)
■ 電源コンセント(100V0.5Kw3穴2口1個)

《 オプション 》
■ 追加電気
■ケータリング
※事務局までお問合せください

出展効果を更に上げる為の『マーケティング・プロモーション・オポチュニティ』

※アイテムは他にも多数ご用意しておりますので、別紙の資料をご参照下さい。

■ プラザビルボード / 2社限定

¥1,800,000(税別)

■ ガラス面バナー / 3社限定

¥1,800,000(税別)

■ ADバナーセット / 3社限定

¥1,200,000(税別)

■ アイルサインセット / 5社限定

¥900,000(税別)

サインアイテム(MPO / Marketing Promotion Opportunities）
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ご協賛料金：3,000,000円（税別）

協賛プラン ‐ スポンサー基調講演

■ ウェブサイトのトップページ上で協賛枠としてロゴ露出
■ ウェブサイト上で講演紹介
■ 大規模講演枠（基調講演）を1枠ご提供 【シアター:500名】

当日聴講者及び事前登録者データの提供
■ 講演・展示会招待券の提供
■ 講演時間 40分
■ アンケート配布可

協賛プラン ‐ 展示会場内セミナー

■ ウェブサイト上で講演紹介
■ 展示会場内セミナーを1枠ご提供
■ 会場定員：80名(最大240名まで登録可能)

当日聴講者及び事前登録者データの提供
■ 講演・展示会招待券の提供
■ 講演時間 40分
■ アンケート配布可

ご協賛料金：800,000円（税別）
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ターゲットにあわせた クロスメディアプロモーション

メディアスポンサー ※前回 実績

広告 / メディアタイアップ

多くのメディアとタイアップを実施している当イベント運営では
多様なターゲット層へのリーチができ、イベントへの集客や期待感を
さらに高める事ができます。

メールDM / 郵送DM

弊社保有の20万件のデータベースをフル活用し、会期までの間に
十数回のメールDMと郵送DMを実施致します。

オフィシャルWebサイト

年間を通じて、多くのPVがあるオフィシャルWebサイト。
出展社情報、セミナー情報から主催社企画まで、最新の情報を
発信し、来場意欲を高めます。
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https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_4_itsearch.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_8_atit.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_9_applio.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_15_gasket.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_16_gapsis.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_18_goodway.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_24_cnet.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_35_techwave.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_45_businessit.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_26_bcn.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_46_finders.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_47_mynavi.php
https://www.f2ff.jp/media_sponsor_detail/media_sponsor_49_mobilemarket.php
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お問合せ先
株式会社ナノオプト・メディア / APPS JAPAN 2020 運営事務局 セールス担当

TEL：03-6258-0590 FAX：03-6258-0598 / Email：sales-info@f2ff.jp
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