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Official Press release

新製品などの無料掲載プログラム
FREE Publicity Programme

2017 年 5 月 22 日

プレスリリース Vol.3

報道関係者各位

貴社の新製品や最新サービス情報、
またはその写真をお
送りください。事前に行うメディアやSNSを通したプロモー
ションに使用させていただきます。

Official SNS Page

バリシップ 2017

過去最大規模 5 月 25 日より開催！

バリシップ 2017 が、5 月 25 日（木）から 27 日（土）の 3 日間、愛媛県今治市で開催され
ます。
バリシップは西日本最大の国際海事展として隔年で開催され、5 回目となる今回は過去最大
規模での開催となります。
国内外から約 340 社以上、18 の国と地域から海事産業に携わる企業が今治に集結し、活発
な商談が 3 日間繰り広げられます。また、海外パビリオンも前回に引き続きオランダ、韓
国、中国がパビリオンを設置し、国際色豊かな出展社が出揃いました。
今回の出展社の出展製品の傾向は昨年の 4 月に東京ビッグサイトで開催された「SEA

Please send organiser your newly launched product or
service image . We will help to increase media coverage
in official SNS page , press release or official supporting
media!

JAPAN 2016」に引き続き、環境に配慮した商品、サービスが多く見られます。
海事産業の大きなテーマの一つである「環境保全」に対応すべく、各社は最新の環境関連
の製品、サービスをバリシップで披露します。
【開催概要】
名

称 ：バリシップ 2017 (BARI-SHIP 2017)

日

程 ：2017 年 5 月 25 日（木）- 27 日（土）

時

間 ：10:00-17:00

会

場 ：テクスポート今治／旧今治コンピュータカレッジ／フジグラン今治

※27 日（土）のみ一般来場者も入場可

※最終日のみ 16：00 まで

入場料 ：無料（登録制） ※27 日の一般来場者は登録不要
主

催 ：UBM ジャパン（株）

後

援 ： 国土交通省、
（一社）日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、
（一社）日本造船工業会、
（一社）日本中小型造船工業会、日本船舶輸出組合、

顧客への招待券、VIPカードの配布
Distributed Printed Invitation & VIP badge

（一社）日本舶用工業会、
（一財）日本海事協会
特別後援：今治市

今治市海事都市交流委員会

【出展社数】
国内

268 社

（前回 243 社）

国外

79 社

（前回

合計

347 社

（前回 313 社）

70 社）

事務局より必要部数をお送りいたします。
（VIPバッジは限
りあり）貴社ブース番号を記載したフロアプランや、
ブース
で発表する新製品やサービスなどの情報を同封して、貴社
顧客へお送りください。
We send you the required number of invitation tickets
or VIP badges . Please send it out to your clients with
the floor plan which indicates your booth number
or the latest products that you will newly announce
onsite.

展示会ロゴ、バナーの使用
Show Logo or Banner

VIP Badge
Official Invitation

展示会のロゴやバナーを無料でご利用いただけます。
貴社HPへの掲載や、案内レターに使用することで、Sea
Japan出展をPRすることができます。
Please insert the official banner in your print ad
and signature to generate the awareness of your
participation in Sea Japan.

Official logo

オンライン出展社リスト&オフィシャルガイドブック
ONLINE EXHIBITORS SEARCH & OFFICIAL GUIDEBOOK
全出展社が参加いただける、オンラインの出展社リストと
印刷物として会場で配布オフィシャルガイドブックです。来
場者が事前にこのツールを利用して製品や出展企業の検
索を行います。
Each exhibtior enjoys one free listing in the Online
Exhibtior Search. Visitors use this tool to search the
prodcuts what they look for in advance.

Online Exhibitor List
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1.

ホームページバナー
Home Page Banner

Bari-Ship オフィシャルウェブサイトは、来場を決定し
た方に加えて、来場を検討している方も訪れます。多
くの業界関係者の方が目にするこのサイトのトップ
ページに貴社のバナーを掲載しませんか？
You can put your company banner on the Top
Page of Bari-Ship official website. Everytime
when a confirmed/potential visitor access the fair
website, they will see your ad!
1社のみ
Executive Offer

1140px x 100px

4

JPY 300,000
(2ヶ月間/2Months)

2.

来場者事前登録ページバナー
Visitor Registration Page Banner
来場者事前登録ページは、来場予定の皆様が訪れる
ページで、オフィシャルウェブサイトの中でも訪問率
が高いページです。
Visitor Registration Page is one of the most
important sections on our website! You can put
your company banner on this page to promote
yourself to the potential visitors!
1社のみ
Executive Offer

680px x 100px

3.

JPY 100,000
(2ヶ月間/2Months)

その他ページバナー
Ste Banner
オフィシャルウェブページ内へバナーを掲載いたしま
す（スポンサーページは除く）。
You can put your company banner on the top of
each page to capture targeted audience!

1社/各ページ
1 Spot /Each Pages
728px x 90px

JPY 5 0,000
(2ヶ月間/2Months)
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4.

出展社検索ページバナー
Exhibitor List Page Banner
Bari-Shipオフィシャルウェブサイトの出展社検索ペー
ジのTOP部分にバナーの掲載を頂けます。事前に出
展社情報を検索する来場者は実際の来場率も高い
ので、非常に効率的なプロモーションが行えます。
You can put your company banner at the top
of Exhibitors List page where is one of the most
visited page by the potential visitors before the
show! You can do the effective visitor promotion
in advance!

1社のみ
Exclusive Offer

960px x 10px

6

JPY 100,000
(2ヶ月間/2Months)

5.

来場者向け配信メールニュース内バナー
Banner in Visitors E-News Letter
Bari-Ship運営事務局では、来場者プロモー
ションとして約4万件のデータベースを活用
し、
メールニュース配信を行っております。
今回より、そのメール本文の中に貴社バナ
ーを掲載して、来場対象者へ直接送信する
サービスを開始いたします！是非ご利用下
さい。
The organiser will send the e-news letter
to the approx. 40,000 visitor’s database.
You can put your company banner in
the text and draw the attention from the
potential visitors directly!

各配信ごとに1社のみ
Exclusive Per Issue

650px x 80px

JPY 200,000(配信/Issue)
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6.

事前登録済み来場者向け配信メールニュース内バナー
Banner in Customised E-News to Pre-Registered
Visitors
事前登録を済ませた来場対象者へ、貴社の
情報のみを掲載した特別なEメールを配信
いたします。完成されたHTMLをお送りいた
だければ、事務局より配信させていただき
ます。
（前回事前登録者数：約 4,800人）
※送信データは開示されません
※業者、業種などによるデータの選択はできません。

The organiser will send out the
customised e-news to the pre-registered
visitors! What you only need to do is to
provide us with a ready-to-send HTML
file and we will take care of the rest. (# of
Pre-registration in 2017: approx 4,800)
*Data will not be opened
*Organiser may now accept to extract the data
by any categories
各配信ごとに1社のみ
Exclusive Per Issue
JPY

8

500,000/

配信/Issue

7.

来場者バッジ ストラップ
Visitore Badge Lanyard
来場者が着用するバッジストラップに貴社
名を印刷してプロモーションをします。全来
場者が使用する為、絶大な効果が期待でき
ます。
Visitors will wear your company's name
for three full days! Let us print your
company's name or logo on our official
badge lanyards that all visitors to wear.
1社のみ
Exclusive Offer

製作数/
Production

8.

来場者用バッグ
Vsitor Bag

9,000

JPY 1,500,000

展示会来場者全員に配布される手提げバッ
グです。貴社ロゴやメッセージが入ったオリ
ジナルバッグを持った来場者は会期中、会
場内はもちろんのこと会場外も歩かれます
ので、貴社のプロモーションを広く行ってい
ただけるアイテムです。
Promote your company's name on the
visitor bags and let all visitors display it
during the fair!
1社のみ
Exclusive Offer

製作数/
Production

9,000

JPY 1,800,000
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9.

PRボード
PR Board

ボード上に貴社名、ロゴなどが入ったポス
ターを掲載することができ、貴社ブースと離
れている場所でも来場者へPRすることがで
きます。
Your company and logo will appear on a
PR board and it enables you to promote
your exhibits remotely!
5社まで
Max. 5 advertisers

会場内3カ所/
3spots in the venue

10.

メガマップ
Mga Map

JPY 300,000

会場内に設置される巨大会場図の両脇に
設置される特大広告です。多くの来場者が
足を止め、出展社やセミナーを確認する巨
大会場図への広告はPR度が非常に高いア
イテムです。
You can put your advertisement on the
both sides of the Mega Map which will
be leveraged by visitors to check the
seminar schedule or the location of the
targeted exhibitors. This highly visible
Map will be located near the entrance!

2社まで
Max. 2 advertisers

10

片側/1side

JPY 300,000

両側/2sides

JPY 500,000

11.

フロアプラン広告
Foor Plan
ガレリアに設置される受付周辺の上部へ特
大のバナーを設置します。特大のバナーが
19,000名を超す来場者へPRします。
In the galleria where the registration
counter will be located, we will hang your
giant banner from the top in front of over
19,000 visitors!
2社まで
Max. 2 advertisers

H 3,000 x W1,200

12.

うちわ
Fan

JPY 200,000

会期中に来場者に配布される貴社への広
告を掲載いたします。初夏に開催されるバ
リシップにおいて、注目のアイテムです。
The funs must be hot items for visitors
and even for exhibitors as well since BariShip takes place in early summer!

1社のみ

Exclusive Offer

（デザイン例/SAMPLE）
※裏面はバリシップの広告となります
*Bari-Ship ad will be listed on the other side

製作数 9,000枚/
Production 10,000 pcs

JPY 700,000

製品持ち込み/
Bring your company fans

JPY 500,000
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13.

プライベートセミナー
Private Seminar

<<プライベートセミナーのメリット>>
●顧客リストの獲得
●自社で開催する際の手間やコストの負担を軽減
●イベントとの同時開催により、幅広いプロモーションを展開
●自社オリジナルプログラムの構築
●展示との併用により、２方向からユーザーへのアプローチを
実現
<<設備・機材関連>>
音響・映像機材一式、会場費、控室使用費
<<音響・映像機材>>
スクリーン×1、
有線マイク
（卓上）×1、
ワイヤレスマイク×1、
レーザーポイ
ンター×1
※プレゼンテーションに必要となるPCは各出展社にてご用意
ください。
※受付および資料配布、進行・運営は、講演会社にてご対応く
ださい。
※上記に記載がない設備、什器を利用する場合は追加料金が
発生します。
★展示会場からセミナー会場までの専用バスを運行致します。
<Seminar Schedule>
10 am – 13 pm
13.30 pm – 16.30 pm
Benefits of the Private seminar
-Information gathering
-To cut down expenses compared to the one you organise
that on your own
-Organiser helps you promote your seminar
Equipment provided in presentation room
-Screen：1
-Wired Microphone：1
-Wireless Microphone：1
-Audio equipment：1
-PC projector
-Green room
*Equipment other than above such as PC, interpreters etc
have to be arranged by exhibitors at their expense.
*Exhibitors are responsible for receptionist and document
distribution
We organise the shuttle bus between seminar room and the
venue.

1社
Exclusive Offer
JPY

1,000,000~

*要相談
*As for the cost, please ask us more details if you are keen to take this
sponsorship
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14.

今治ハンドタオル
Imabari Towel
今治特産のタオルにバリ丸と貴社名を印刷
し、貴社のプロモーションを行います。会期
後も活用され継続的にアピールできるアイ
テムです。
※来場者受付にて配布、無くなり次第終了

Promote your company to all visitors by
printing company logo and message
on the Imabari-city’s specialty product,
Imabari towel.
*Towel will be distributed at the registration counter

制限なし

REGULAR ADS
制作数9,000枚
Production: 9,000 piece

15.

JPY

1,200,000

A会場（テクスポート今治） 外壁面広告①
Giant AD on the Outside Wall at A Zone ①
会場入り口付近の巨大広告です。
メイン登
録書付近で広告サイズが大きいため、非常
にインパクのあるアイテムの一つです。
This advertisment is placed on the
outside wall of the main hall of BARI-SHIP.
This is one of the impactful advertisment
among the sponsorship items.

枠が埋まり次第終了
Limited Offer
w5800×h5800

JPY 800,000
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16.

A会場（テクスポート今治）外壁面広告②
Giant AD on the Outside Wall at A Zone ②
会場外壁上部に掲載する広告です。上層部
分に掲載いたしますので、会場から遠い位
置からも来場者は貴社広告を確認すること
ができます。
Your advertisment will be placed on the
upper area of the outside wall of A zone.
So, your ads can be seen from for away.

1社
Exclusive Offer
JPY 500,000

17.

A会場（テクスポート今治） 柱広告
Giant AD on the Outside Pillar
メインエントランスの導線上に設置されて
いる柱への広告スペースです。来場者には
非常に目に付きやすい場所ですので、広告
効果は非常に大きいスポンサーシップアイ
テムです。
As you see the photo, It makes your ads
stand out and has a strong impact on
visitors since these two pillars are located
near the main entrance.
最大2社まで

Max. 2 advertisers
1 side JPY400,000
2 sides JPY650,000
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18.

エントランスゲート広告
Giant AD on the Entrance Gate
メインエントランスの導線上に設置されて
いる柱への広告スペースです。来場者には
非常に目に付きやすい場所ですので、広告
効果は非常に大きいスポンサーシップアイ
テムです。
As you see the photo, It makes your ads
stand out and has a strong impact on
visitors since these two pillars are located
near the main entrance.
最大2社まで

Max. 2 advertisers
1 side JPY400,000
2 sides JPY650,000

19.

ウォーターボトル
Water Bottle

会場内で無料配布するペットボトルのラベ
ルに貴社名や貴社のロゴを印刷いたしま
す。
We will print your company name or logo
on the label of water bottle which will be
distributed to the visitors onsite.

1社のみ

Excluxive Offer
9,000 本/Bottles

JPY 1,000,000

*数に関しては応相談
*As for the quantity, please ask organiser more details if
you are keen to take this sponsorship.）
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20.

スタッフ着用ポロシャツ
Ad on Staff Uniform
展示会場内の受付やセミナー会場、そのほ
か来場者が集まる様々な場所を担当する、
全スタッフのユニフォームに、貴社の広告
を出しませんか？動く広告塔となり、毎日貴
社のPRを効果的に行います！
Unique promotion opportunity to have
your AD on the staff uniform! Staff will
wear the uniform with your company
name logo during three days.

1社
Exclusive Offer
JPY 1,000,000
*3日間通して、毎日約40名のスタッフが着用します
*For around 40 staff /day for all three days
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FAX or E-mail

FAX：03-5296-1018 E-mail: exhibit@bariship.com

スポンサーシップ申込書

提出期限

先着順

バリシップ運営事務局 UBM ジャパン（株）
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル

問い合わせ先

TEL: 03-5296-1020 FAX: 03-5296-1018 E-mail: exhibit@bariship.com

出展社名

ブース番号

担当名
■ 展示会広告スポンサー募集!
◎広告スポンサーアイテムとは
来場者全員の目にとまるような場所や物に出展社の会社ロゴやメッセージ、小間番号を入れ、他出展社との差別化や自社小間へ
の集客を行える広告スポンサーアイテムは展示会で最も効果的なPRツールです。貴社のブランドイメージを会場内で幅広くアピ
ールし、来場者の貴社小間への誘致にも結びつきます。来場者プロモーションはもちろんのこと、会場全体までもプロモーショ
ンツールとして活用することで、他出展社と一線を画したプロモーションを展開していただけます。
※希望のアイテムに✓をしてご提出ください。

✓

No.

料金

アイテム

1

ホームページバナー

1社

¥300,000 / 2ヶ月間

2

来場者事前登録ページ

1社

¥100,000 / 2ヶ月間

3

その他ページ

1社

¥50,000 / 2ヶ月間

4

出展社検索ページバナー掲載

2枠

¥100,000 / 2ヶ月間

5

来場者向け配信メールニュース内バナー

各配信ごと

¥200,000 /配信

6

事前登録済み来場者向けカスタムメール

各配信ごと

¥500,000 /配信

7

来場者バッジストラップ

1社

¥1,500,000 / 制作数: 9,000

8

SOLD OUT
来場者用バッグ
SOLD OUT

1社

¥1,800,000 / 制作数: 9,000

9

PRボード

1社

¥300,000

10

メガマップ

1社

片側/¥300,000

11

フロアプラン広告

6社

¥200,000

12

うちわ

SOLD OUT

1社

13

プライベートセミナー

1社

¥1,000,000〜（要相談）

14

今治ハンドタオル

1社

¥1,200,000 / 制作数: 9,000

15

A会場（テクスポート今治） 外壁面広告①

1社

¥800,000

16

A会場（テクスポート今治） 外壁面広告②

1社

¥500,000

17

A会場（テクスポート今治） 柱広告

1社

片側 / ¥400,000
両側 / ¥650,000

18

エントランスゲート広告

1社

片側 / ¥300,000
両側 / ¥500,000

19

ウォーターボトル

1社

¥1,000,000 / 制作数 : 9,000

20

スタッフ用ポロシャツ

1社

¥1,000,000 / 制作数 : 150




/

両側/¥500,000
¥700,000 / 制作数: 9,000
¥500,000 / 製品をご提供いただける場合

FAX or E-mail

FAX:03-5296-1018

E-mail: exhibit@bariship.com
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✓

No.

No.

PRICE

ITEM

1

Home Page Banner

1

¥300,000 / 2Months

2

Visitor Registration Page Banner

1

¥100,000 / 2Months

3

Site Banner

1

¥50,000 / 2Months

4

Exhibitors List Banner

2 Spots

¥100,000 / 2Months

5

Banners in Visitors E-News Letter

1/Issue

¥200,000 / Issue

6

Customised E-News to Pre-Registered Visitors

1/Isse

¥500,000 / Issue

7

Visitor Badge Lanyard

1

¥1,500,000 / Production: 9,000

8

SOLD OUT
Visitor
Bag OUT
SOLD

1

¥1,800,000 / Production: 9,000

9

PR Board

1

¥300,000
1Side/¥300,000
2Sides/¥500,000

10

Mega Map

1

11

Floor Plan

6

¥200,000

12

Fan

1

¥700,000 / Production: 9,000
¥500,000 / Only Distribution

13

Private Seminar

1

¥1,000,000～ *neg

14

Imabari Towel

1

¥1,200,000 / Production: 9,000

15

Giant AD on the Outside Wall at A Zone①

1

¥800,000

16

Giant AD on the Outside Wall at A Zone②

1

¥500,000
1Side / ¥400,000
2Sides / ¥650,000
1Side / ¥300,000
2Sides / ¥500,000

SOLD OUT

17

Giant AD on the Outside Pillar

1

18

Giant AD on the Entrance Gate

1

19

Water Bottle

1

¥1,000,000 / Production: 9,000

20

Ad on Staff Uniform

1

¥1,000,000 / Production: 150



  


/

RESERVE NOW!!
CONTACT US FOR SPECIAL SPONSORSHIP IDEAS!
ご希望のアイテムはお早めにご連絡ください。
また、その他ご希望の広告アイテムがあればお気軽にお問い合わせください。

Bari-Ship 運営事務局
（UBMジャパン株式会社）
担当：大内、梶山、中川原
TEL : 03-5296-1020 FAX : 03-5296-1018
E-mail : exhibit@bariship.com

Bari-Ship Secretariat Office
（UBM Japan Co Ltd）
Contact: Mr. Yuji Ouchi, Ms. Ayako Kajiyama
TEL: 03-5296-1020 FAX: 03-5296-1018
Email: exhibit@bariship.com

