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2019 年 12月 吉日 

 

SICE2020 企業展示セッション出展について（依頼） 

 

公益社団法人計測自動制御学会 

会長  椹木 哲夫 

SICE2020 実行委員会 

委員長    山田 功 

K. Chamnongthai 

 

 

拝啓 日頃より本学会の活動にご支援いただき、誠にありがとうございます。さて、標題の件につき

まして、2020 年 9 月に Empress Convention Center & Empress Hotel（タイ王国チェンマイ）にて開

催される SICE 年次大会(SICE2020)の企画として、「SICE2020特別企画スマート社会のためのエキサイ

ティングな革新のための技術展示」と題した SICE企業展示セッションを開催することとなりました。   

SICE Annual Conference では、例年 600名を超える参加者が、企業展示を訪れ、活発なディスカッ

ション、情報交換を行っています。前年の SICE2019 in Hiroshimaでは、18件もの企業展示にご出展

頂き、感謝申し上げます。今回も先進的技術の展示を計画しておりますので、下記によりご協力をお願

いいたします。 

なお、ご承諾の際は、同封の回答書を本会会長あてに郵便にてご送付いただきますよう、何卒よろし

くお願い申し上げます。締め切りは、2020 年 7 月 10 日消印有効とさせて頂きます。また、ご連絡差し

上げるご担当情報も併せてご記入の程、よろしくお願い申し上げます。 

多くのご参加をお待ちしております。不明な点等ございましたら、下記の事務局までご連絡下さい。 

敬具 

 

記 

 

1. 日時  2020 年 9 月 24～26 日 9:00-17:00（SICE2020 開催期間） 

2. 場所  Empress Convention Center & Empress Hotel（タイ王国チェンマイ） 

3. 内容  スマート社会のためのエキサイティングな革新のための技術展示 

4. 展示内容  次ページ以降をご覧ください。 

5. 展示費用  次ページ以降をご覧ください。 

以上 

【お問い合わせ先】 

（回答書送付先） 

〒101-0052 

東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4階 

公益社団法人計測自動制御学会 

事務局 担当 鈴木 康一 

k_suzuki@sice.or.jp 

mailto:k_suzuki@sice.or.jp
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開催概要 

 

1. 会期 

会議会期 2020年 9 月 23 日(水) ～ 2020年 9 月 26 日(土) 

展示会期 2020年 9 月 24 日(木) ～ 2020年 9 月 26 日(土) 

 

搬入 2020年 9 月 23 日(水) 13:00 ～ 16:00 (予定) 

展示 2020年 9 月 24 日(木)  9:00 ～ 17:30 (予定) 

  2020年 9 月 25 日(金)  9:00 ～ 17:30 (予定) 

  2020年 9 月 26 日(土)  9:00 ～ 13:00 (予定) 

搬出 2020年 9 月 26 日(土) 13:00 ～ 16:00 (予定) 

 

2. 展示会場 

The Empress Hotel Convention Center 

199/42 Chang Klan Road, Chiang Mai 50100, Thailand 

2F ロビー展示場 

http://www.empresshotels.com/ecc 

機器展示場は、講演ルーム前に設けられるため、多数の参加者にご覧頂けます。 

 

3. 会場アクセス 

日本からチェンマイ空港まで 

東京・名古屋・大阪・福岡からバンコク・北京・香港・台湾・ソウル・シンガ

ポール経由 

チェンマイ空港から会場まで 

空港タクシー (CHIANGMAI AIRPORT TAXI) で 15 分程度、 

会場ホテル（Empress Hotel☆☆☆☆, Empress Premier Hotel☆☆☆☆☆）宿泊

者には安価で送迎車あり 

https://sice.jp/siceac/sice2020/travel.html 

   

4. 展示品目 

制御応用 (自動車、電車、航空機、産業プラントなど) 、ロボット関連各種製品・

材料、計測装置、センサ、アクチュエータ、コントローラ、解析ソフトウェア、

教育ソフトウェア、情報機器、工作機器、医用機器、その他広くシステム、情報、

計測制御に関係する製品やサービス  

http://www.empresshotels.com/ecc


3 

 

展示形態 

 

1. 展示ブース大 

 特典: 乗用車を含め同等サイズの展示が可能、 

  技術プレゼンテーション 1回分無料 

 備品: スタンド 3.5m、バックボード 3.0m、 

   展示テーブル×2、椅子×2 (予定) 

 電源: AC220V、電力は 1ブース当たり 300W 程度 

  （予定、詳細についてはご相談ください） 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 100,000 円、 

  非会員 120,000 円、 

  大学 50,000 円 

※ 説明員 1名の SICE2020 参加費を含みます（バンケット参加を含む）。 

 

2. 展示ブース小 

 特典: 技術プレゼンテーション 1回分無料 

 備品: スタンド 1.5m、バックボード 1.2m、 

 展示テーブル×1、椅子×1 (予定) 

 電源: AC220V、電力は 1ブース当たり 300W 程度 

   (予定、詳細についてはご相談ください） 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 50,000 円、 

   非会員 60,000 円、 

  大学 25,000 円 

※ 説明員の SICE2020 参加費は含みません。SICE2020にて聴講または発表される

場合は、参加登録をして参加費をお支払い下さい。 

 

3. ポスター展示 

 備品: ポスター展示パネル (A1サイズ) 1 枚 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 20,000 円、非会員 30,000 円、 

  大学 10,000 円 

※ ポスターの掲載・撤去を実行委員が代理で行うことはございません。 

 

4. 書籍展示 

 参加費 (税別):  SICE 賛助会員 30,000 円、非会員 40,000 円 

 

【注意】展示物の搬入・搬出にかかる作業、費用は貴社にてご負担ください。 

展示ブース大 (予定) 

3.5m 

2.1m 

1.7m 

• 幅 1.5m×奥行 0.6mの 

展示テーブル×2 

• イス×2 

1.5m 

2.1m 

1.0m 

展示ブース小 (予定) 

• 幅 1.2m×奥行 0.45mの 

展示テーブル×1 

• イス×1 
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※ 展示用乗用車を搬入・搬出するための通路がございます。 

※ 展示場のレイアウトは構想中のものであり、今後変更される可能性があります。

現状のイメージとしてご参考ください。 

 

  

展示場レイアウト 

展示ブース小 展示ブース大 

【注意】展示物の搬入・搬出にかかる作業、

費用は貴社にてご負担ください。 

3.5m 

2.1m 

1.7m 

1.5m 

2.1m 

1.0m 

講演ルーム 
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展示イベント 

 

1. 技術プレゼンテーション 

 いずれかの講演セッションの最後に連続して、1 回 15 分で実施されます。ど

の時間枠に配置されるかは、原則実行委員会にて設定しますが、ご要望に応

じて調整いたします。 

 展示ブース大、展示ブース小の基本料金には、技術プレゼンテーション 1回

分の料金が含まれています。 オプションパケージ（有償）にて、技術プレゼ

ンテーションの回数を追加申し込みできます。 

 プレゼンテーションは、日本語と英語のどちらで行っても構いません。資料

は、日本語と英語の併記を推奨いたします。 

 

2. スタンプラリー 

 学会参加者は、各ブースを回りながら、出展者様に押していただくスタンプを

集めます。 

 ご参加いただける場合は、ノベルティのご提供をお願いしております。 
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展示広告・スポンサープラン 

 

1. 講演概要集広告掲載 

 講演概要集に広告を掲載します。カラー（先着 2 社のみ）またはモノクロ、 

 A4 1ページの場合 SICE2020 ホームページ内でのバナー広告付き 

 提出物: 広告データ／バナー広告データ 

 参加費 (税別):(カラー) SICE 賛助会員 180,000円、非会員 200,000 円 

    (モノクロ) SICE 賛助会員 100,000円、非会員 120,000 円 

 

2. チラシ差込み 

 チラシ 1 枚をカンファレンスバッグに入れて配布します。 

 提出物: A4チラシ 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 30,000 円、非会員 50,000 円 

 

3. バナー広告 

 SICE2020 ホームページにバナー広告を掲載します。 

 提出物: バナー広告データ 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 50,000 円、非会員 80,000 円 

 

4. 予稿集 USB への広告掲載 

 予稿集 USBにスポンサー企業名とロゴを表示します（先着 1 社のみ）。  

 提出物: 会社ロゴデータ 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 150,000 円 

 

5. カンファレンスバッグへの広告掲載 

 カンファレンスバッグに企業名とロゴを表示します。 

 提出物: 会社ロゴデータ 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 100,000 円、非会員 120,000 円 

 

6. コーヒーブレイクコーナースポンサー 

 コーヒーサーバーにスポンサー企業名とロゴを表示します。 

 提出物: 会社ロゴデータ 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 一口 50,000 円、非会員 一口 50,000 円 
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7. Sponsored Social Program 

下記の各種 Social Program にスポンサーとしてご協力いただき、ご協力いただ

いた企業のスポンサーによる行事であることをプログラム集その他で広く周知

します。また、行事内でスポンサー企業様からスピーチを頂きます。（一名様分

の SICE2020参加費を含みます。各々先着 1社のみ承ります。） 

 Sponsored Welcome Reception (9/23) 

参加費 (税別): SICE 賛助会員 400,000 円、非会員 500,000 円 

 Sponsored Banquet (9/25) 

参加費 (税別): SICE 賛助会員 600,000 円、非会員 800,000 円 

 Sponsored Closing Tour (9/26) 

参加費 (税別): SICE 賛助会員 400,000 円、非会員 500,000 円 

  



8 

 

 

SICE2020 企業展示申込書 

 

◇展示ブース・ポスター展示・書籍展示 

カテゴリー 

(どれか一つを 

選択) 

内容 

参加費（円・税別） 

SICE 

賛助会員 

非会員 大学 

展示ブース大 

（注２） 

展示＆技術プレゼン（注 1） 

スタンド 3.5m、 

バックボード 3.0m、 

展示テーブル、椅子 

□100,000 □120,000 □50,000 

展示ブース小 

（注３） 

展示＆技術プレゼン（注 1） 

スタンド 1.5m、 

バックボード 1.2m、 

展示テーブル、椅子 

□50,000 □60,000 □25,000 

ポスター展示 
ポスター（A1サイズ）、 

ポスター展示パネル 1 枚 
□20,000 □30,000 □10,000 

書籍展示 展示即売が行えます。 □30,000 □40,000 ---- 

 （注） 9/25（金）のバンケットへのご参加は、別途お申込みが必要となります（有料）。 

     9/23（水）のウェルカムパーティは、どなたでもご参加いただけます（無料）。 

（注 1）技術プレゼンテーションは、いずれかの講演セッションの最後に連続して、1 回 15 分で実施されま

す。どの時間枠に配置されるかは、原則実行委員会にて設定しますが、ご要望に応じて調整します。 

 基本料金に、技術プレゼンテーション 一回分（15分）の料金が含まれています。  

 オプションパケージ（有償）にて、技術プレゼンテーションの回数を追加申し込みできます。 

 技術プレゼンテーションは日本語で可。プレゼン資料には英文併記を推奨します。 

（注 2）説明員 1名の SICE2020 参加費を含みます（バンケット参加を含む）。 

（注 3）説明員の SICE2020 参加費は含みません。SICE2020 にて聴講または発表される場合は、参加登録 

をして参加費をお支払い下さい。 

 

※ オプションパッケージは次ページをご覧ください。  
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◇企業展示 オプション・パッケージ 

カテゴリー  (複数選

択可ですが、希望多数

の場合は調整させて

いただきます) 

内容 

参加費（円・税別） 

提出物 SICE 

賛助会員 
非会員 大学 

講演概要集 

広告掲載 

カラー（先着 2 社のみ）また

はモノクロ、A4 1 ページの場

合SICE2020ホームページ内

でのバナー広告付き 

カラー 

□180,000 

モノクロ 

□100,000 

カラー 

□200,000 

モノクロ 

□120,000 

 

広告データ

／バナー広

告データ 

チラシ差込み 
チラシ 1 枚をカンファレンス

バッグに入れます。 
□30,000 □50,000  

A4 

チラシ 

バナー広告 
SICE2020 ホームページでの

バナー広告 
□50,000 □80,000  

バナー広告

データ 

予稿集 USB への 

広告掲載 

予稿集USBにスポンサー企業

名とロゴを表示します。 

※先着 1 社のみ 

□150,000   

会社ロゴ 

データ 
カンファレンスバッ

グへの広告掲載 

カンファレンスバッグに企業

名とロゴを表示します。 
□100,000 □120,000  

コーヒーブレイクコ

ーナースポンサー 

コーヒーサーバーにスポンサ

ー企業名とロゴを表示します。 

□ 

一口 50,000 

□ 

一口 50,000 
 

スタンプラリー 
御社ノベルティのご提供を 

お願いいたします。 

□ 参加（ノベルティ提供） 

□ 不参加 

技術プレゼンテーシ

ョン (追加申し込み) 

技術プレゼンの回数を、基本料

金に含まれる 1 回分に加え、

追加申し込みして頂けます。 

□ 

追加 1 回当たり 

20,000 

□ 

追加 1 回当たり 

20,000 

  

Sponsored 

Welcome 

Reception (9/23) 

スポンサーとしてご協力いた

だき、ご協力いただいた企業の

スポンサーによる行事である

ことをプログラム集その他で

広く周知します。また、行事内

でスポンサー企業様からスピ

ーチを頂きます。（一名様分の

SICE2020 参加費を含みま

す。各々先着 1 社のみ承りま

す。） 

□400,000 □500,000   

Sponsored 

Banquet (9/25) 
□600,000 □800,000   

Sponsored Closing 

Tour (9/26) 
□400,000 □500,000   

 

 

金額合計：¥           （税別） 
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上記、SICE2020 企業展示を申し込みます。 

連絡先／請求先 

企業名  

部署名  

氏名                              印 

住所 〒 

電話  

E-mail アドレス  

 


