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ご協賛お申込要領および特典等のご案内 

コミュニティ２０１9 のご協賛特典及び各種お手続き等につきましてご案内致しますので、ご確認下さい。 

尚、最新情報につきましては、当研究会ＷＥＢサイトのコミュニティ２０１9 ご協賛ページをご覧下さい。 

コミュニティ２０１9 ご協賛ページ： https://digitalforensic.jp/supporter/  

 

１ お申し込み要領 

（１）ＷＥＢフォーム：以下のＵＲＬのフォームにて必要事項をご記入の上、お申込み下さい。 

https://digitalforensic.jp/support-form/  

（２）ＦＡＸ・メール：「協賛出展申込用紙」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はメール添付にてお申込み下さい。 

ＦＡＸ ： ０３－５４２０－３６３４   メール： office@digitalforensic.jp  

 

２ ご協賛区分及びご協賛お申込の締切 

※「先着ご協賛枠」 と 「一般ご協賛枠」 は、併せてお申込み頂けます。 

 

（１）先着ご協賛：   ①手提げ袋サポーター 先着１社様 

②ネックストラップサポーター 先着１社様 

※製作・送付等の費用は貴社負担です。 

先着ご協賛申込受付開始 ２０１９年 ８月２６日（月） 

先着ご協賛枠申込締切 ２０１９年 ９月１３日（金） 

（２）一般ご協賛：  ①プラチナサポーター ４口以上 （１口５０，０００円） 

②ゴールドサポーター       ２口以上 （１口５０，０００円） 

③シルバーサポーター １口       （５０，０００円） 

一般ご協賛申込受付開始 ２０１9 年 ８月２6 日（月） 

一般ご協賛申込第１次締切 ２０１9 年 ９月２7 日（金） 

一般ご協賛申込第２次締切 ２０１9 年１０月２5 日（金） 

 

３ 先着ご協賛特典 

（１）手提げ袋サポーター 

当日の来場者全員及び講師にお配りする配布レジュメセットを入れる手提げ袋へ、

貴社名及び貴社ロゴの掲載が出来ます。 

製作等につきましては、貴社にてご手配の上、製作・送付等の費用につきましても、

貴社にてご負担下さいますようお願い致します。 

 

手提げ袋数量： ３５０枚 

事務局必着  ： ２０１9 年１１月１1 日（月） 

手提げ袋規格： 高さ 360mm 程度 

正面幅 270mm 程度 

マチ幅  80mm 以上 

用紙・印刷色数・ハンドル・表面加工 指定なし 

    指定記載内容: （貴社にて以下の内容をご記載下さい） 

                 第１6 回デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2019 

                 「2020 に向けたデジタル・フォレンジックの方向性」 

 

   デジタル・フォレンジック研究会ロゴ（右図参照） 

貴社使用スペース：貴社名、及びロゴ等をご記載下さい。 

ご発注前にデザイン案を事務局にて確認の上、調整させて頂きます。 

貴社使用スペース 

 

左記指定記載内容 

https://digitalforensic.jp/supporter/
https://digitalforensic.jp/support-form/
mailto:office@digitalforensic.jp
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（２）ネックストラップサポーター 

当日の来場者全員及び講師にお渡しするネックストラップへ、貴社名及び貴社ロゴの掲載が出来ます。 

製作等につきましては、貴社にてご手配の上、製作・送付等の費用につきましても、貴社にてご負担下さいます

ようお願い致します。 

ストラップ数量： ３５０本 

事務局必着  ： ２０１9 年１１月１1 日（月） 

指定記載内容: 第１6 回デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2019 

デジタル・フォレンジック研究会ロゴ（右図参照） 

貴社使用スペース： 貴社名、及びロゴ等をご記載下さい。 

ご発注前にデザイン案を事務局にて確認の上、調整させて頂きます。 

 

４ 一般ご協賛特典 

デジタル・フォレンジック・コミュニティ２０１9 へご協賛頂きますと、グレードに応じて次の特典がございます｡ 

尚、今回から協賛３口以上の協賛企業様には、会場の幕間で投影する企業ＰＲ枠（ＰＰＴ等による１分前後

でのローテーション投影）を設けることに致しました。 

協賛企業特典 プラチナ ゴールド シルバー 

（１）パンフレット第２版への貴社名の記載 ＊ ○ ○ ○ 

（２）ＩＤＦ ＷＥＢサイトへの貴社名の記載 大バナー 小バナー 文字のみ 

（３）コミュニティ報告書への貴社名の記載 ○ ○ ○ 

（４）講演会場内及びロビーでの貴社名等の掲示 大ロゴ 小ロゴ 文字のみ 

（５）配布手提げ袋への貴社パンフレットの同梱 ○ ○ ○ 

（６）講演会・交流会への無料参加（口数分） ○ ○ ○ 

（７）展示会場へのカタログ出展 ○ ○ ○ 

（８）展示会場への製品出展 ○ ○ × 

（９）企業プレゼン機会の提供（予定：４口４分～６口１０分 等） ○ × × 

＊第１次締切（９月２７日（金））までにお申し込み頂く必要がございます。 

 

（１） パンフレット第２版への貴社名の掲載 

ご協賛の第１次締切（９月２７日（金））までにお申し込み頂いた場合、パンフレット第２版に貴社名を 

記載致します。また、ご協賛頂いた企業様へは、貴社名を記載したパンフレット５０部をご提供致します。 

尚、社内決裁手続き等により、第１次締切までのご協賛お申し込みが難しい場合には、ご協賛の 

ご意向を事務局までお伝えください。その時点からＩＤＦ ＷＥＢサイトへの貴社名の掲載を開始し、

パンフレット第２版にも貴社名を記載致します。 

 

（２） ＩＤＦ ＷＥＢサイトへの貴社名の掲載 

コミュニティ２０１９ＷＥＢサイトへ貴社名を掲載の上、貴社ＷＥＢサイトへのリンクの貼付を致します。 

掲載する画像につきましては、ご提供頂き次第、順次公開させて頂きます。尚、画像が指定のサイズではない 

場合は、掲載致しかねますので、貴社にてご作成の上、ご提供下さい。 

また、ＷＥＢサイトへの掲載サイズは、ご協賛のグレードによって以下のように異なります。 

・プラチナサポーター： プラチナサポーター欄に、貴社名及び貴社ご提供画像（W220px×H120px） 

・ゴールドサポーター： ゴールドサポーター欄に、貴社名及び貴社ご提供画像（W220px×H60px） 

・シルバーサポーター： シルバーサポーター欄に、貴社名のみ 

 

（３） コミュニティ報告書への貴社名の掲載 

コミュニティ終了後に発行する報告書へ貴社名を掲載致します。尚、コミュニティ報告書は、開催後にご後援

頂いた官公庁・組織の皆様へお渡しし、ＩＤＦ会員にも配布致します。 
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（４） 講演会場内及びロビーでの貴社名等の掲示 

横2826mm×縦 1030mmの光沢紙に貴社名または貴社名と貴社ロゴマークを記載し、講演会場内及び

ロビーに掲示致します。尚、記載内容につきましては、ご協賛のグレードによって以下のように異なります。 

プラチナサポーター： プラチナサポーター欄に、貴社名及び貴社ご提供ロゴマーク 

ゴールドサポーター： ゴールドサポーター欄に、貴社名及び貴社ご提供ロゴマーク 

シルバーサポーター： シルバーサポーター欄に、貴社名のみ 

ロゴマークの記載をご希望の場合は、オフセット印刷（４Ｃ）が可能な AI 形式の画像ファイルをご提供下さい。

事務局で、画像の修正や、ファイルの形式変換等は致しかねますので、貴社にてご準備下さいますよう   

お願い致します。尚、掲載順は、口数及びお申込み先着順と致します。 

 

（５） 配布小冊子へのパンフレット同梱 

講演の小冊子と併せて、貴社パンフレットを手提げ袋に同梱し来場者及び講師の皆様へお渡し致します。

以下の要領で、期日までに事務局へお送り下さい。 

パンフレット形態 ： ①Ａ４以下４枚以内を１部ずつセットにしたもの ②Ａ４以下８ページ以内の冊子。 

送 付 締 切 日： 【１１月２1 日(木)必着】 ※お早目のご送付にご協力下さい。 

送 付 先 住 所： 〒１４１－００２２ 東京都品川区東五反田 1-4-1 ハニー五反田第２ビル３階 

 デジタル・フォレンジック研究会 事務局 行 

送 付 部 数： ３５０部 

 

（６） 協賛枠による講演会・交流会への無料参加 

ご協賛頂きました企業様より、協賛１口につき１名様の本会及び交流会へのご参加が無料となります。 

ご協賛をお申し込み頂きましたら、「無料参加枠お申込用紙」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、 

【１１月２１日（木）】までに、メール添付（又はＦＡＸ）にて、事務局までご送付下さい。 

 

（７） 展示会場への出展（カタログ及び製品） 

展示会場にカタログ展示コーナーをご用意し、来場者が持ち帰れるように致します。 

また、製品出展をされる企業様へは、ブースをご用意致しますので製品の展示やデモ等でのご紹介が可能です。 

①当日のスケジュール 

会   場 ： グランドヒル市ヶ谷３階 珊瑚の間、真珠の間 

日   時 ： １２月 ９日（月）１２：００ ～ １８：００ （搬入は１１：３０ ～ １２：００） 

※１８：００以降も展示機器等をそのまま置いておくことが可能です。 

１２月１０日（火） ９：３０ ～ １５：００ （搬出は１５：００ ～ １５：３０） 

 

②展示用カタログ及び機器の発送について 

当日、会場へ直接お持ち頂くことも可能です。 

宅配等をご希望の場合は、以下の要領で、期日までに直接、会場へお送り下さい。 

機器類の運送途中における事故につきましては、当事務局では責任を負いかねますので、必ず貴社にて

保険をお掛け頂く等、ご対処をお願い致します。 

〔宛先〕       〒162-0845 

東京都新宿区市谷本村町 4-1 ホテルグランドヒル市ヶ谷 

（TEL 03-3268-0111） 

〔伝票記載情報〕 ◆利 用 日：１２月９日（月） 

〔伝票記載情報〕 ◆会   場 ：「珊瑚の間」または「真珠の間」 

〔伝票記載情報〕 ◆イベント名：「デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2019」 

★日時指定    ２０１９年１２月８日（日）１８：００～２０：００着指定 

※１２月８日（日）１８：００以前は、グランドヒル市ヶ谷側では発送物を 

受領・保管できませんのでご注意下さい。 

※「珊瑚の間」「真珠の間」のブース割当ては、１１月下旬にお知らせ致します。 
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また、会場にご送付頂いた荷物を事務局にて確認致しますので、【１２月５日（木）】までに、送付物の

形態（数・形状（段ボール等）を事務局までお知らせ下さい。 

 

③製品展示ブース要員について ※ゴールドサポーター様、プラチナサポーター様限定 

展示ブースをご担当される方の人数及びお名前を、【１１月２１日(木)】までに事務局へご連絡下さい。  

事務局にてお名前の登録を致します。当日は、講演会場での受付は必要ございませんので、直接、   

展示会場の「珊瑚」「真珠」へお越し下さい。尚、展示ブースのご担当者様は講演会・交流会に参加することはでき

ません。参加をご希望の場合は、参加費・交流会費をご負担頂くか、協賛無料参加枠をご利用下さい。 

 

④製品展示ブース設備について ※ゴールドサポーター様、プラチナサポーター様限定 

会場設備は以下の通りとなっております。ご不明な点等は事務局までご連絡下さいませ。 

 長机（1.8ｍ×0.9ｍ）２台（直角鍵型付け）を１社分として展示ブースをご用意しております。 

 長机は白布を掛けておりますが、貴社にて、別途クロスをご用意頂いても構いません。 

 電源コンセントは、各ブースに１つずつ割り当てがございます。電力は約１２００W までです。 

 延長ケーブルはございません。貴社でご用意をお願い致します。 

 展示会場にはネットワーク設備はございません。 

 展示ブース間の仕切はございません。看板、パネル等は、展示会場の壁側に立て掛ける等の方法で

対応して頂きますようお願い致します。大きなパネルを展示される場合、他ブースとの関係を考慮致し

まして移動をお願いする場合がございます。 

 

（８） 協賛企業プレゼン機会の提供 ※プラチナサポーター様限定特典 

講演会場にて企業ＰＲを行う時間（４口４分～６口１０分程度を予定）をご提供致します。講演会場の投影

設備はご利用頂けますが、投影の為のＰＣにつきましては、貴社にてご用意下さい。また配布資料がござい

ます場合は、【１１月２１日（木）】までに【３５０部】を事務局まで郵送頂きますようお願い致します。尚、投影

データにつきましても、予備として当日事務局ＰＣに格納し持参致しますので【１１月２９日（金）】迄のご提供を

お願い致します。 

 

①プレゼン実施者について 

講演会場にて、企業プレゼンを行う時間をご提供致します。プレゼンを実施なさる方の「お名前、ご所属・ご役職、

メールアドレス」を【１１月１５日(金)】までに事務局へご連絡下さい。また、プレゼンを実施なさる方にご同伴

なさる方がいる場合は、その方のお名前も併せてご連絡下さい。 

※プレゼンを実施なさる方及びそのご同伴の方は、本会（講演）・交流会に参加することはできません。 

参加をご希望の場合は、参加費・交流会費をご負担頂くか、協賛無料参加枠をご使用下さい。 

※プレゼン枠（実施順・実施時間等）につきましては、１１月中旬に調整させて頂きます。 

 

②プレゼン概要について 

実施して頂くプレゼンの概要を、１４０字以内で【１１月１５日(金)】迄に事務局へご提供下さい。 

受領したプレゼン概要は、当研究会ＷＥＢサイトへ掲載する他、メールマガジンで配信致します。 

 

（９） 協賛企業への幕間投影機会の提供 ※ゴールドサポーターで３口、及びプラチナサポーターが対象 

講演会開始前、昼食休憩等の３０分以上の時間がある幕間に協賛企業に作成頂いたＰＰＴスライドショーを

投影致します。尚、作成頂くＰＰＴの仕様等に関するご連絡は、１０月初旬に別途ご連絡致します。 

 

５ お問合せ先 

ご不明な点等ございましたら、メールもしくは電話、FAX にて下記までお問い合わせ下さい。 

「NPO デジタル・フォレンジック研究会」事務局 

協賛・展示関連のお問合せ： 押切 悠希、佐藤 瑠奈、鈴木 涼介 

〒141-0022 東京都品川区東五反田１－４－１ ハニー五反田第２ビル３階 

E-mail: info@digitalforensic.jp TEL：03-5420-1805 FAX：03-5420-3634 

第１６回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ ２０１９最新情報（９月９日（月）公開予定）: 

https://digitalforensic.jp/home/act/community/community-16-2019/  

以上 

https://digitalforensic.jp/home/act/community/community-16-2019/
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