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本年も「オーダーグッズビジネスショー」とこご出展を賜りありがとうございます。本年は、新型コロナウイルス禍の中での出展募集となり、

開催に対してご心配とご不安がある中で多数の出展申し込みを頂き、心より感謝申し上げます。

私ども主催者は、今後も新型コロナウイルスに関する社会状況を見極めながら開催準備を進めてまいります。展示会場では、出展

社様、来場者様に感染拡大が広がらないよう、対策を講じて参ります。

顧客を個別に訪間することなく、バイヤーなど幅広い層が集まるなかで商談ができる「展示会」は、現代のビジネスに欠かせないイ

ンフラです。コロナ禍が収束した後に、いち早くオーダーグッズビジネス業界が景気回復するために私どもの展示会がお役にたてるよう

努力してまいりますので、なにとぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

さて、印刷、印章、看板、Tシャツプリント、合い鍵など、生活に身近な「ものづくり」を多角的に展開する「オーダーグッズ ビジネ

ス」の市場にも、コロナ禍が影を落としています。しかしながら、翌年に延期開催となった東京オリンピックをはじめ、政府の「Go To

キャンペーン」などオーダーグッズの大きな特需を生むチャンスも、その先に見えています。また、今後の海外でのウイルス感染拡大の

懸念から、これまで中国をはじめ東南アジア諸国に流れていた日本のものづくり、名入れ加工などの産業が国内に回帰する動きも見

られます。すなわち、コロナ以前よりも増して、オリジナルグッズを作る需要は高まる可能性があるのです。

まさに2020年の後半はアフターヨロナから好転する潮目になる時期と言えるでしょう。私共の展示会は、オーダーグッズに特化した

国内唯―の展示会として、このタイミングを好機ととらえ委縮することなく開催を決断いたしました。

出展社の皆様にとりましてよりよい成果が産まれますよう、主催者、事務局一同、努めてまいりますので10月 の会期終了までよるし

くお力添え賜りますよう、お願い申し上げます。

2020年 6月 25日

オーダーグッズビジネスショー実行委員会

備ゲンダイ出版 真子 し1ずる
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1クリエイターゾーンを設置します

Tシャツ、スマートフォンケース、名束Jといったオーダーグッズづくりの現

場では、イラストやロゴマーク、写真画像などのデザインコンテンツが

欠かせません。逆に、イラストレーターやデザイナーなどのクリエイター

側にも自らのコンテンツを商品化したいというニーズが存在します。そ

こでOGBS(シ ョップ)をはじめ下請けメーカー、機械メーカーなどコン

テンツを求める企業と、クリエイター達との出会いの場「クリエイターブ

ーン」を会場内に設けます。クリエイターという今までにないジャンルの

出展を得ることで、新しいビジネスや人脈の拡大が期待できます。

2 wEBか ら「 ス マ ー ト入 場 」&「事 前 アポ イ ン ト」

毎年、来場者から好評を項いている、公式サイトから「スマート(優先)

入場」の受付を実施します。WEBからの事前登録により、受付の

行列に並ばず入場できるもので、公式サイトからの新規来場者獲得

を目指す施策です。

来場者が出展社様のブースを訪れる時間を公式サイトから予約できる

「事前アポイントシステム」も継続いたします。購買に積極的な来場者

を洩らすことなくダイレクトに出展社様に繁げることができます。アポイ

ントの申込みがあれば、事務局から出展社様にお知らせします。

3 Twitter、 ブログで出展社様をPRします

今年はブログに加え、Twitterで 出展社様の出展内容などを発信し

て参ります。新規の来場者獲得と共に、出展社様の直接的なPRに

繋がるような情報拡散をおこないます。展示会公式サイトでは出展社

様の各種申込み手続きがおこなえるなど、PRに加えて出展社様の

利便性向上に努め、展示会の総合窓ロヘと役割を広げて参ります。

4スキルアップのためのWEBセミナーを計画
来場者向けのイベントとして、オーダーグッズビジネスのスキルアップに

なるセミナーを開催して集客に繋げます。内容は、キャラクターライセン

スや著作権にまつわる講演、ブログや広告作りに役立つ文章教室な

どを企画中です。今年は、コロナウイルス対策として、リモートシステム

を利用したWEBセミナー形式とし、その参加権を来場者に進呈する

ことで集客につなげる計画です。



オ ー gB‐ ク…
リズ

ロロビ ゴ
ロ
ネ ス ツ ョ

● GBS己 己
ニ 宮

Stamp&Seal

′lンコ・スタンプ

・主催者よりご挨拶

・出展規約

・基礎小間 (ブース)仕様

・搬出入について

'象牙製品の販売につしヽて

・集客効果を高める出展のヒント

・間しヽ合わせ先リスト

墨
Original goods&SP good5

オリジナルグッズ 。SPグッズ

・イベントについて

・クリエイターゾーン各種「申し込み」「申請」につしヽて

,公式ガイドブック広告のこ案内

・公式ホームページ広告のこ案内

Wear p河埼t

ウエアプリント

クリエイタープーン 出展社用資料

■ガイドブック・HP「出展社ガイド」原稿の提出

■ガイドブック・HP広告のお申込み (有料)

■PRチランの送付

■搬出入の案内書類、ネームタグ送付

■搬入

■開催

7月 10日 (金)メ切

8月中旬発送

9月中旬発送

10月 1日 (木)13時～ 18時 (予定)

10月 2日 (金)]0時～ 18時

10月 3日 (上)10時～ ]フ時

※搬出 ]フ時～
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開催 同時

称

催

所

名開催

主

場

入

出

搬

搬

オーダーグッズビジネスショー 2020【略称『OGBS2020習 】

オーダーグッズビジネスショー実行委員会

東京 。池袋「サンシャインシティ 展示ホールD(文化会館 2F)」

2020年 10月 2日 (金)10時～ 18時

10月 3日 (上)10時～ 17時

10月 1日

10月 3日

(木)13時～ 18時 (予定 )

(上)17時～

出展社各位におかれましては、以下の出展ルールを厳守いただくようご協力のほどお願いいたします。的

◆出展小間、会場について

①展示は基礎小間の範囲内でおこなってください。範囲を超えての展示は、隣接出展社の迷惑となるだけでな

く、消防の観点からも全面禁止とさせていただきます。ブースの高さを変更するなど基礎装飾の仕様を変更

する場合は事前に申請をお願いします。

②出展社の各スタッフは、主催者が用意する出展社用ネームタグを搬入・搬出を含む会期中、着用してくださ

い。出展社用ネームタグは開催までに送付いたします。

①会場内はすべて禁煙です。喫煙は所定の口大効煙所でお願いします。

①会場内においての可燃物 (機械油、シンナー、溶剤など)の取扱いには充分ご注意下さい (持ち込む量によっ

ては事前に申請が必要になります)。 なお裸火、危険物 (プ ロパンガス、灯油、火薬類など)の持ち込みは

禁止します。

③ブースの基礎装飾には電源は付属しておりません。電力を使用する場合はオプションエ事が必要となります。

①会場の床、柱などが、オイル類やインク、トナーなどによって汚損すると予想される場合はオイルパンやシー

トなどで必ず養生を行って下さい。

〇大型重量機器を展示する場合は床面の養生をして下さい (荷重制限300 kg/∬ )。

①展示物の搬入の際に使用したI困包箱や台車などは展示台の下などブース内に収めてください (空 きスペース

が無い場合はスタッフにお尋ねください)。

◆会場内での飲食について

③小間内での飲食は原則禁止といたします。飲食は休憩所をご利用ください。

⑩会場の都合上、昼食 (弁当)と飲み物の販売については事前予約のみとなり、開催期間中、会場内に販売ブー

スはありませんのでご注意ください。開催前に指定業者の「サンシャインエンタプライズ」よりご注文の確

認をさせていただきますので、スタッフ用として、お客様へのサービスとしてご利用下さい。

※クリエイターブーン出展者は予約出来ません。あらかじめご了承ください。
■ OGBS2020_KlYAKU01



◆搬入、搬出について

⑩車両での搬出入、また宅配便、チャーター便を利用しての搬出入が可能です (開催までに搬出入についての

ご案内を送付いたします)。

②搬出入の際に発生するゴミについては各自でお持ち帰りいただくようお願いします (大型ゴミについては処

理費用が掛かります)。 また建物を汚損、毀損が予想される場合、必ず養生を施してから作業して下さい。

〇会場には台車がありませんので必要な場合は各自でご用意下さい。

◆その他

⑭メーカー、間屋間の帳合いについては主催者は関係いたしませんので、各社間で連絡を取り行ってください

(相手先不明・回収不良などの トラブルが発生しても主催者はその責を負いません)。

⑮販売額に応じて景品を渡す、といった「景品交換」などは行いません。従って、各小間の販売額から歩金を

徴収するようなこともありません。

⑩来場者への特典としてはワードラリーとお飲物を用意しています。ただし、これらは来場者のための特典で

すので出展社 (装飾業者含む)および関係者は参加できません (出展社および関係者が参加した場合は一切

を無効とします)。

⑫出展社間の過剰な販売競争を抑制するため、自社の小間から大きく離れての客引き行為やチラシ配布など、

周囲のブースの展示を妨げる行為を禁止します。

①来場者の混乱や出展社間の過剰な販売競争を抑制するため、出展社が単独で抽選会、金券発行などの販促イ

ベントを実施することを禁止します。

①会期中ならびに搬出入時の事故、および展示物品等の盗難、破損などの トラブルが発生しても、原因の如何

を間わず主催者は一切の責任を負いません。特に小間内の現金、展示品に関しては各出展社で厳重に管理し

て下さい。

⑩主催者指定の装飾業者以外の業者を利用される際は事前に申請が必要となります。ご連絡をいただければ申

請書類をお渡ししますので必ず申請をお願いします。また装飾業者にも本規約の道守および禁止行為の周知

徹底をお願いいたします。

④象牙製品など「改正・種の保存法」の規制対象となる物品を販売する際は、同法が定める表示義務、取引記

録の記帳義務などを遵守するようお願いします。

②「改正・種の保存法」をはじめとする法令違反や、公序良俗に反する出展内容であると主催者が判断した場合、

開催前、開催中に関わらず出展をお断りする場合があります。なお、その際は出展料金は返金致しません。

また、装飾費用、搬送代など出展にかかった費用についても主催者は負担いたしません。

〇本展示会期間中に発生する出展社、来場者及びその他の間に発生する商取引に係る責は当事者に帰するもの

であり、主催者としては一切関与しません。クリエイターゾーンでの販売は、クリエイターの自作グッズや

自作のコンテンツを用いたオリジナル商品に限って即売できるものとし、量販商品、加工機、印材、飲食物

の即売は出来ません。

※会館建物、展示会場の床、壁、柱、天丼、エレベーターおよび各種備品 (シ ステムパネル、展示台、イス等)

を汚損、毀損する行為。

※粘着性の強い両面テープを使用して、直接床にカーペット等を接着させること。

※会場内の床に直接、土砂等を堆積すること。

※会場内に裸火、危険物 (プロパンガス、灯油など)を持ち込むこと。

※展示ブースの二重屋根の設置。

※受付周辺、ロビーでの装飾作業。

※一般用エレベーターおよび一般用エスカレーターを使用しての搬出入作業。

※荷物用エレベーター前および非常日、非常階段、附室、非常扉等の周辺に商品、空き箱、廃材その他、遊難

の妨げになる物を放置すること。

違反すると損害賠慣請求、消防署の行政指導が行われることもありますので連守願います。蜘

■ OGBS2020_KIYAKU02
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※床やシステム′くネルなどがインクや トナー、

等の養生を行つてください。

※持ち込みのカーペットを使用する場合など、

どの使用を禁上します。

※募集時点での予定です。装飾品などの仕様を

予告なく変更する場合があ
')ま

す。

社名板
(名 前とジャンル名)

奥行き
1.5m
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確ぁ塾筈ΥttLま す

接着剤などで汚損する可曾摯性がある場合はあらかじめシー トを張る

床や壁、システムパネル、展示台への接着剤や強力な粘着テープな

展示
パイ m

高 さ
２

　

５

２

　

２

◇基礎小間には背面の壁 (システムパネル)と社名板1枚、展示テーブル4台、イス4脚が付属しています。

◇背面壁は高さ2.2～ 2.5m(出展場所によつて異なります)のシステムパネル(オクタノルム社製)を使用しております

ので、釘や粘着材lよ使用できません。説明パネルなどを掲示する際tよ、システムパネル天頂部ア)｀らS型フックとチェー

ン等を利用してください。

※S型フックとチェーンは付属しておりません。オプションでのお申込み(有料)もしくは持ち込みでご用意をお願いします。

◇システムパネルは白色となります。

◇床はフロアタイル張りです。

◇照明、電源 (コ ンセント)tよ付属していません。電源を使用する場合は事前申請およびオプションエ事 (有料)が必要

になります(別途ご連絡ください)。

【― ①】J(ソ コンやプリンターなど合計500Wまでの構ヨSを稼働させる爆含→電源弾 ― 事資 (100V)ai【 0.5Kw(500W)】 必要となります→→→6,000円
8]「 2ソケットコンセント(500W iOOV)レ ンタル代」2000円 十Cl「電源引込み辞線工事費 (100V)」 6.000円 =合計8000円 (税別)

【●考例①】スポットライト(100W)1灯を付ける場合→電源引込み韓擦工甲受 (100V)が 【0.lKw(100W)】 必要となります→→→31600阿
Al「スポットライト(100W)レ ンタルイ剖 2.200円 +Cl「電源引込み幹線工事 (100V)」 3600円 =合計5,800円 (税別)

げんだい 太郎

システムパネル

(白 色)

王子 比恵寿

デザイナー

―ブル (90× 60cm)と
1脚が付属 します

■OGBS2020_KISOKOMA CZ
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オリジナルグッズ・ SPグッズ クリエイタープーン・説明書

搬入、搬出をよリスムーズに、かつ安全におこなうために以下の項目をご確認のうえご準備下さい。

9月 中旬に最終のご案内と併せて搬出入に関する書類を送付いたします。

◆搬出入日時

搬 入 10月 1日 (木)13時～ 18時 (予定 )

※午前中の搬入を希望される場合は事前に事務局へお申し出ください

※10月 2日 、3日 の開催日は午前 9時から入場できます (一般来場の開場時刻は午前 10時 )

10月 3日 (土)会期終了後17時～搬  出

◆車両での搬出入
車両で搬出入する場合、サンシャインシティ地下の有料駐車場をご利用ください。2階 Dホ ールの会場階下にあ

る F文化会館 1階バスターミナル』の荷捌き所は使用できませんのであらかじめご了承ください。

駐車に関してはサンシャインシティ地下の有料駐車場をご利用いただけます。事前に 1台につき1時間の「無

料駐車券」 (搬入日用 1枚、搬出日用 1枚)を配布致します (1時間以上の駐車料金は各自でご負担ください)①

※車両での搬出入は大変混み合います。宅配便などの運送便の利用をお勧めいたします。

◆宅配便などの配送業者を利用しての搬入

宅配便を利用して会場に荷物を送付する事が可能です (ゆ うパ ッヽクは不可)。

搬入時の荷物は、搬入日の 【10月 1日 '13時以降 (受け渡しに立ち会える時間)1を指定し、「出展社名」と「荷

物の受け取り予定者の携帯電話番号」を明記して下記送付先宛に発送して下さい。

出展社が会場に不在の場合は本部でお預りいたしますが、荷物の損傷などのトラブルについては主催者は責任を

負いませんので極力、受け渡しに立ち会えるよう時間指定をして下さい。

■送付先

〒 170‐8630東京都豊島区東池袋 3-1

サンシャインンティ展示ホール D(文化会館 2F)

OGBS2020ク リエイタージーン「○○○○○ (出展社名)」

TEL OOO― ○○○○―○○○○ (荷物受取予定者の携帯電話番号)

◆搬出時の宅配便の事前お申込みについて

搬出時 (3日 )の荷物の発送につ きましては、各自で直接お申し込み くだ さい。事務局での取 りまとめはありま

せん。

当《 意雛等 猛岳i彗毯之3ご伝督勇患ケずれ焉恐 鞄 :監弩
つ6251

◆注意事項
・会場には台車がありませんので必要な場合は各自でご用意下さい。

・ダンボールなどの大型ゴミについては処理費用が有料となります。

・搬出入の際、建物を汚損、毀損する可能性がある場合、養生などをおこなって対処をお願い致します。

■ OGBS2020_ ANSYUTSUNYU_ Z
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オリジナルグッズ・SPクッズ

2018年 6月 1日 に「改正・種の保存法」 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)

が施行されました。それに伴い、象牙製品を販売する場合や販売のPRと認識される文言が入ってい

るPOP、 広告の掲示につきまして、以下の表示事項が義務付けられました。

展示会においても同様の義務が生じますので、象牙製品を出品または販売される出展社様はブース

内において下記項目全ての表示をお願いいたします (表示方法に規定はありません)。 表示が無い場

合や表示漏れがある場合は出品および卸販売ができませんのでご留意ください (展示をせずに後日納

品などの場合も同様です)。

【必要な表示事項】
・登録番号 (届出番号)

・特別 (特定)国際種事業者の氏名又は名称

・特別 (特定)国際種事業者の住所

。代表者の氏名

。譲渡または引渡しの業務の対象とする特別特定器宮等の種別 (ぞう科の牙及びその加工品)

・登録の有効期間の満了の日

また象牙製品を卸販売される際は、取引先が「特別国際種事業者」であることを必ずご確認の上、

取引記録 (記載台帳への記入)の徹底をお願いいたします。記録事項は売買が行われた年月日、取引

先の住所、氏名、取引先の特別国際種事業者に係る事業者番号など従来と同様です。

主催者としましては、特別国際種事業者でないと象牙製品を購入 (仕入れ)ができない旨を展示会

のホームページなどで告知いたしますが、取引の際には十分にご留意ください。

※参考資料

経済産業省ホームページ「象牙等はルールを守つて取引しましょう !」

http://れⅣvw.meti.go.jp/pOlicy/mono_info_ser、 ′ice/mono/seikatsuseihin/zougebekkou/main_07.htrni

■ OGBS2020 zouge



オーg・■ク和 ズ
・
・ビプ ネ スフ ョー 宙拳≧学うリント

OGB5 ニ
Stai:ュ β&Soal

′ヽンコ・スタンプ

黎オリジナルグッズ。SPグッズ

来場者様のご意見や展示会を取材した記者の意見などを元に、より人が集まりやすい出展方法のヒントをご紹介し

ます。ブースづくりや出品方法の参考になさって下さい。

出展社のスタッフがブースの前に立っているのは

よく見かける光景ですが、お迎えする気持ちで立っ

ていたとしても、来場者には威圧的で近寄りがた

いブースに見えます。通路に人が出っ張っている

分、来場者の流れもそのブースを避けるような動

線になってしまいます。ブースの中から来場者に

応対するようにしましょう。

通路に什器や展示台が出っ張っていると、来場者の流れが自然とそのブース

を避けるような勤線になってしまいます。動線が山がることで、来場者の目

線が向かい側のブースに移り、そちらへ興味が向いてしまうデメリットに繋

がります。通路に対 して出っ張りを作らないよう心がけて下さい。

来場者はブースの中が見えないと

不安を感 じるので、近寄りづらく

なります。特に、スタッフの顔が

隠れるほど垂れ下がった POPは 避

けて下さい。POPや掲示物はブー

スの内壁面に取り付け、ブースを

オープンなイメージにしましょう。

人間は、動きのあるものを目で追

う習性を持っています。スーパー

で振り子や動画を使った POPが
多用されているのは、その習性を

狙ったものです。展示会の出展で

も、加工の実演や動画の放映をお

こなうことでお客様の注目が集ま

る演出を行って下さい。彫刻機や

プリンターなどの機械も、動作さ

せておいた方が集客効果が高いと

言われています。

会場内で知り合いの来場者と出

会 うのも業界見本市のよくある

風景です。その際に、展示会の

見所や新商品、ユニークな商材

の情報交換も行われます。特に

サンプルを見せびらかしながら

広がるクチコミはブースヘの誘

導効果が大きいです。チープな

組品で気を引くよりも、ユニー

クなサンプルを配布する方が集

客に効果があるでしょう。

ブースの前に立ちふさがらない

E   I

呂

]  E

ブースからはみ出して什器などを置かない 実演や動画を使つて「動き」を見せる

● E   E

申

ブースの中を隠すような POPは避ける 粗品よりもサンプルを配る

I   E

露
目
ｎ
恒

目
ｎ
恒

同
側
回

「
１
コ

そのサンプル、

どこで貰つたの?

■ OGBS2020_ INTS



問い合わせ先リスト

主催 事務局 担当 住所 TEL FAX

オーダーグッズビジネスショー

実行委員会

営業部

原田

〒534-0027大阪市都島区中野町5-10-125

(佛ゲンダイ出版内)

06‐6924‐6655 06‐6924‐56フ8

総合装飾業者 担当 住所 TEL FAX

い□―ザ
営業課

西

〒541-0056大阪市中央区久太郎町2-4-2フ

堺筋本町TFビル2F
080-6842-フフ34 06-6260-5563

指定ケータリング業者 担当 住所 TEL FAX

佛サンシャイン・エンタプライズ 廣野
〒170-8630東京者日豊島区東池袋 3‐ ]

サンシャインシティワールドインポートマートビル9F
03-3989-3553 03-5950-0991

会 場 担当 住所 TEL FAX

いサンシヤインシティ 小島
〒 ]フ0-8630東京都豊島区東池袋3-1

サンシャインシティワールドインポートマートビル6F
03-3989-3486 03-398フー3173



瞥オー,と ク秘 ズ・ビ ツ・ネ スン ョー

OGBS ハンコ・スタンプ

オリジナルグッズ。SPブッズ

オーダーグッズビジネスショーの会場では、以下の3つのオフィシャルイベントを実施します。なる、来場者の混

乱や出展社間の過剰な販売競争を抑制するため、出展社が単独で抽選会、金券発行などの販促イベントを実施する

ことは規約で禁上しています。ワードラリーのアヾネル設置や金券による購入対応など、主催者が用意するオフィシャ

ルのイベントをご利用下さい。                (内 容は2020年 6月 25日現在の予定です)

オーダーグッズ、ウエアプリント、印章業に関する専門家やオピニオンリーダーを招いて、オー

ダーグッズビジネスに必要な法律知識やスキルアップのための WEBセ ミナーを予定していま

す。内容は、キャラクターライセンスや著作権にまつわる講演、ブログやチラシづくりで役立つ

文章講座など。オーダーグッズ業界の知見を広めると共に集客を目的とした企画です。今年は、

コロナウイルス対策として、 リモートシステムを利用したWEBセ ミナー形式とし、その参加権

を来場者に進呈することで集客に繋げる計画です。

C》 リモートシステムを使つたWEBセ ミナーを開催終了後、後日に行います。

C》 参加無料。開催日に展示会場で来場者、出展社の希望者に対しセミナー参加権を付与します。

オーダーグッズビジネスに欠かせない基礎知識とスキルアップのための「WEBセ ミナー」蜘

餓

sel綸 lna
講 演

豪華景品・全券が当たる会場回遊型ラリー騨

OCiE35己 □己□

β韓解コ郎申

来場者に会場内をくまなく回遊してもらうためのイベントです。例年はスタンプラリー形式でし

たが、今年は新型コロナウイルス感染防止の観点から、会場内のキーワードを集める「ワードラ

リー」といたします①会場内約10ヶ 所の出展社ブースにラリー用のワードパネルを設置して頂き、

来場者は受付で渡されたラリー用台紙にすべてのキーワードを記入。柚選所で台紙と引きかえに

景品の抽選が行えるというものです。景品は「会場で利用できる金券」をはじめ、魅力あるもの

を2日 間用意する予定です。金券により出展社様への売上げ貢献も図れます。

C》 来場者の参加は無料。出展社および関係者はラリーの参加、抽選は出来ません。

C》 ブースにワードパネル設置を希望する出展社は展示会公式サイト内、出展社専用ページの「お

申込みフォーム」よりお申し込み下さい。8/7締切。

C》 クリエイタージーンの出展社様は申し込み対象外です。クリエイタージーン内の共有スペー

スにワードパネルを設置します (1カ所)。

C》 金券の利用を希望しない出展社は展示会公式サイト内、出展社専用ページの「お申込みフォー

ム」より申請して下さい。8/7締切。(※ クリエイタージーン内では金券は使用できません。クリエイ

タージーンの出展社様は金券を現金に換金できませんので、会婦で受け取らないで下さい)

2020年 の最新商品を紹介する展示スペース「最新商品大集合 !!コ ーナー」仰

1年以内に出展社から発売 された新商品、システムを一堂に展示するコーナーです。ハンコ、ス

タンプ、オーダーグッズ、ウエアプリント、ノベルティグッズまで幅広いジャンルの商品を実物

展示 し、より強 く商品をアピール します。

C》 来場者、出展社の入場は無料。

C》 新商品の出品を希望する出展社は展示会ホームページ内、出展社専用ページの「お申込

みフォーム」よりお申し込み下さい。8/7締切。

C》 クリエイタージーンの出展社様はコーナーヘの出品申込みは出来ません。

■ OGBS2020_VENT
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オリジナルグッズ。SPグッズ

各種「申込み」「申請」は展示会ホームページ内、出展社専用ページの「お申込みフォーム」より
行つてくださしヽ。
下記URLから出展社専用ページヘアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力すればアクセス
できます。

出展社専用ベージURL:httpプ/ogbs.,p/member
ユーザー名 :ogbs2020
パスワード:ogbs2020

OGBS

■公式ガイドブック&公式ホームベージ用掲載原稿  → →

※出展社を紹介するページに必要となる原稿を入力していただくフォームです。

オーダエク」ズ・Eプ ネ スコ ョー 宙 ウエアプリント

■公式ガイドブックヘの広告出稿お申込み

※広告出稿を希望される出展社様は入力送信をお願いします。

■公式ホームページヘの広告出稿お申込み

※広告出稿を希望さイlる出展社様 (よ入力送信をお願しヽします。

必す入力送信をお願いします

→ 広告出稿を申し込まれる場合

→ 広告出稿を申し込まれる場合

※「搬出入のこ案内書」の送付について(9月中旬)

9月中旬に「搬出入についてのご案内書類」、「無料駐車券(1時間)」 を送付させていただきます(「ネームタグ」ナょどを含む最終のこ案

内を同送いたします)。
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『オーダーグッズビジネスショー』では、出展各社の情報、展示会の見ど

ころなどをまとめた「公式ガイドブック」(B5判・平綴じ40頁予定)を 発

行いたします。会期中、来場者のナビゲーターとしてはもちろん、会期終了

後も仕入れデータやメーカー住所録として保存されることが多いユニークな媒体です。このガイド

ブックは、『オーダーグッズビジネスショー』の全来場者 (約 4,000名・主催者予想)に無料で配布され

ます。また、展示会直前の『月刊 現代印章・9月 号』(8月末発行)・『OGBSマ ガジンVOL.68』 (8

月末発行)に別冊として同封し、全国15,000社の読者の目に触れます。

ご来場者を貴社のブースヘ誘う道しるべとして、さらに貴社の長期的なPRと して「公式ガイドブ

ック」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

巴重嘔堕嘱■EEttMヒ■配璽苫X】匹Li』い

1/6ページ…………30,000円

(原稿サイズ :H73mmXW73mm)

モノクロ
1/3ベージ… … … 45,000円

(原稿サイズ :H73mmXW1 56mm)

全ページ…

(原稿サイズ

・‥‥・…・65,000円

H257mmXVV1 82mm)

1/2ページ…………100,000円

(原稿サイズ :H lllmmXW150mm)

カラー
全ページ…

(原稿サイズ

・…………・150,000円

H257mm×Ⅶ 182mm)

※消費税別途
※製作料、カラー製版代は別途とな

')ま
す。

広告サイズ

WEB上で簡単に各種申請やお申込みができる「お申込みフォーム」は、出展社専用ページにこざし1ます。
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拶 移 Φ ゞ

聾OGBS己 日己□
オ ー 夢 中g"リ ズ .重 プ ネ ス Vョ ー

乃『オーダーグッズビジネスショー』では、展示会公式ホームペ

ージ (httpノんgbsjp/)にて様々な情報を発信しています①この

ホームページには10月 の会期終了まで、オーダーグッズに関心

のある、展示会来場を考えている業者が多数訪れます (ユ ーザ

ー数14,328、 訪問者数18,990、 PV数35,778/2019年 9月 のみ

の数字)。

公式ホームページに広告を掲載項くことで、貴社サイ トヘの

誘導、展示会の販促など様々な販売戦略にご活用いただけます。

公式ホームページヘの広告ご出稿に際しての注意点は以下の

通りです。

◎掲載期間はデータ受け取りから随時。展示会終了まで。

◎掲載場所には限りがございますので、お申し込みは早めにお

願いいたします。掲載場所が埋まった場合は、お断りする場合

がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

◎広告は公式ホームページの トップページ下部に表示されます。

a亀
ゞΦ 孵

ェ構触う却Ⅲ勘 卜|と妙 こ晟
~

■■PV敦 ― 訪問数 ―Eユ ~ザ ~敦

2019=7月 8月 9月 10月

2019年

訪関数

7月   8月     9月    10月
11937  17001  18990  4159

ユーザー数  9411 13539 14328  3402
PV数 17042  24883 35778  5274

◎掲載順は、広告のお申し込み順 となりますので、あらかじめご了承 くださいませ。

大サイズ…… … …52,000円 (税別 )

(サ イズ :H300×W300ピ クセル)

小サイズ… … … 30,000円 (税別 )

(サ イズ :H200×W200ピ クセル)

広告サイズ

WEB上で簡単に各種申請やお申込みができる「お申込みフォーム」は、出展社専用ベージにこざいます。


