出展のご案内

お問い合わせ・お申し込みは株式会社ビル経営研究所まで
TEL 03-3543-7421

FAX 03-3543-5839

第19回不動産ソリューションフェア出展申込書
御社名
〒

ご住所

同時開催

所属・役職

ご担当者

企業ブース＋ソリューションセミナーからなる不動産業界向け総合展示会

FAX
1ブース 2ブース 3ブース 4ブース 6ブース
（35万円）（70万円）
（105万円）
（140万円）
（210万円）

○印をして下さい・
※価格は全て税別です。

8ブース
以上

（価格は応相談）

※全て
スペース渡し
となります

平成29年

東京ビッグサイト 西4ホール

料金は1コマ当たり3万円（税別）
です。

出展料金合計

（ブース料金
＋実践セミナー料金
または協賛料金）

出展料支払日

出展品目

月

主

メールアドレス
日

3 0 0 ・ 5 0 0 ・ 1 0 00 ・ 5000 ・（

催

株式会社ビル経営研究所

※手形・小切手等は承りかねます。

イベント案内用
リーフレット

10月16日月～17日火

11 : 00～17 : 30（両日）

希望する
（
コマ）
出展企業
第 3 回ビル経営 ゴールドスポンサー（20 万円）
※会期1日当たり1コマ
（50分）
までと
実践セミナー
アワード
シルバースポンサー（10 万円）（1コマ/3万円（税別）） なります。

枚）

リーフレットは全て無料です。

後

希望枚数に○印をして下さい。

備考

援

・国土交通省・経済産業省・一般社団法人日本ビルヂング協会連合会・一般社団法人東京ビルヂング協会

★お申し込み頂いてから順次、請求書をお送りしますので、会期前に出展料をお支払い下さい。
★ブースは全てスペース渡しとなります。装飾費用が別途かかります。装飾費用は装飾会社からの請求となります。
★出展料金は、ブース料金と実践セミナー料金（希望される場合）、または協賛料金の合計をご記入下さい。
★会期直前のキャンセルは、キャンセル料が発生いたします。
（会期 30 日前以内で 100%、同 50 日前以内で 50% となります）
★ブース位置は、ブース数・出展内容を考慮して決定いたします。
★第一次締め切りの平成 29 年 7 月 31 日（月）までに定価でお申し込みの場合、出展料を 5% 割引いたします。
（税込金額から定価の 5% にあたる金額を割引致します。
「ビル経営アワード」協賛料金・セミナー料金は割引対象外です）

お問い合わせ・お申し込みは

株式会社ビル経営研究所

E-mail

第3回ビル経営アワード

様

TEL
出展ブース数

不動産
第19回
ソリューションフェア

〒104-0061

東京都中央区銀座 7-17-12

biru@mba.sphere.ne.jp

銀座東京ビル 2F

URL http://www.biru-mall.com

・一般社団法人不動産協会・一般社団法人不動産証券化協会・公益社団法人ロングライフビル推進協会
・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会・公益社団法人全国ビルメンテナンス協会・公益社団法人東京ビルメンテナンス協会
・一般財団法人日本ビルヂング経営センター・一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会・一般社団法人日本免震構造協会
・渋谷ビル経営者協会・一般社団法人 LED 光源普及開発機構・フリーアクセスフロア工業会
・公益社団法人全日本不動産協会東京都本部（順不同・過去実績）

不

動

テーマ

産

維

新

～リノベーション × イノベーション～

出展ブースについて
基本ブース

出展企業一覧（2016年実績）

●出展料金

akippa、earth community ／ Miyako Village、ITJ 法律事務所、LED 光源普及開発機構、PIPI、SF ビルサポート、SQUEEZE、UR

１ブース（スペースのみ）350,000 円（税別）

※出展のお申込みを頂いてから順次、請求書をお送りしますので会期前までにお支払い下さい。

社名パネル

※ブースはスペース渡しとなります。システムパネル・椅子・社名パネルの設置などには別
途装飾料金が発生します。そのほかブース用の備品レンタルもございます。装飾料金は装
飾会社からの請求となります。
昨年例：パッケージブース（53,000 円～／税別）
システムパネル・社名パネル・スポットライト・コンセント・受付カウンター・
カウンターチェア・パンチカーペット・貴名受

●サイズ

1 ブーススペース 間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ

●搬入及び設営日

大阪ガスリノテック、ガーネット、関電ファシリティーズ、関電不動産開発、キュラーズ、グローブシップ、コクヨ、コトブキシーティング、
コンシスト、ザイマックスエステートデザイン、サムライ・インターナショナル、新日鉄興和不動産、スターツファシリティーサービス、
住商ビルマネージメント、住友商事、セルゲートジャパン、全国ビルメンテナンス協会、大成、大成有楽不動産、ディー・サイン、東急コミュ
ニティー、東急不動産、東急レクリエーション、東京急行電鉄、東京都地球温暖化防止活動推進センター、東京都防災・建築まちづくりセ
シリティマネジメント協会、日本不動産投資アドバイザリー、日本メックス、ネットオンネット、ノットコーポレーション、野村不動産、

搬入・設営に関しては装飾会社より出展社マニュアルを別途お送りします。

昨年例：パッケージブース（53,000 円～／税別）
システムパネル・社名パネル・スポットライト・
コンセント・受付カウンター・カウンターチェア・
パンチカーペット・貴名受

アイ・エー、
イースリーパートナーズ、イトーキ、
イナバインターナショナル、エアサポ、
エス・イー・シーエレベーター、エムシープランナーズ、

ンター、東京美装興業、トラスト、日本管財、日本広告物施工管理協会、日本駐車場開発、日本土地建物、日本ビルヂング協会連合会、日本ファ

2.7ｍ

会期前日の10月15日
（日）が搬入・設営日となります。

▲１コーナーのイメージです。
パネル・椅子・社名パネルの設置には別途装飾料金が発生します。
装飾セットプラン（パッケージブース）もご用意しています。
装飾料金は装飾会社からの請求となります。

都市機構、Zens、アイリスオーヤマ、アオイネオン、アゴダインターナショナルジャパン、アース賃貸保証、アズビル、アドキン環境、アール・

●出展申込締切

パナソニック ES エンジニアリング、ビルオ、ファミリアリンク、フォーシーズ、不動産オーナー経営学院、三浦工業、三井不動産、三井
不動産リアルティ、三井不動産リフォーム、三菱地所、三菱地所リアルエステートサービス、三好不動産、メルシー、森ビル、ヤンマーエ
ネルギーシステム、ライナフ、リーウェイズ、リミックスポイント、ロングライフビル推進協会（BELCA）

平成29年7月31日
（月）第一次予約締切

※第一次予約締切までに定価でお申込みいただいた場合には 5％の早期割引が適用されます！
（税込金額から定価の5%にあたる金額を割引いたします。
「ビル経営アワード」協賛料金・セミナー料金は対象外です）

出展社限定

「出展企業実践セミナー」枠のご案内

※1 日 1 コマ
（40 ～ 50 分）30,000 円（税別）の出展社限定有料セミナー枠です。
先着順となりますので、お早目にお申込みください。

出展ブース展開例

来場者データ
（2016年実績）
業態別来場人数

不動産オーナー

4372 人

金融機関・投資家

来 場 者 数２日 間
1 万 9106 人

不動産会社（デベロッパーなど）

4503 人

一般事業法人総務部・管財部

不動産管理（ビルメンテナンス会社） 2310 人

建築・設備会社

1124 人

AM 会社

426 人

メーカー

1049 人

PM 会社

935 人

マンション管理組合

高齢者住宅・賃貸住宅オーナー

579 人

その他（ゼネコン、仲介会社、設計会社など） 614 人

会

1ブース（角小間 パネル2面）

1ブース（中小間 パネル3面）

期

平成28年10月18日（火）
・19日（水）

過去の出展実績から見る
デベロッパー
２ブース（角並列小間 パネル2面）

2ブース（角並列小間 背面パネルのみ）

←通路→
↑通路↓

↑通路↓
←通路→

不動産ソリューションフェア 主催者企画

パネルなど
内部に自由配置

▼新規サービスの紹介

▼竣工予定ビルの紹介

▼省エネ環境配慮の取り
組み紹介

▼オーナー・管理会社
・デベロッパーへの
アピール

▼管理業務の特長を
アピール

▼不動産業界への認知
度アップ

▼新サービスの紹介

▼物件売買を検討する
個人投資家とのコン
タクト

第3回ビル経営アワード

● 優れた経営ノウハウでビル経営の活性化を実現しているオーナーを「週刊ビル経営」読者が審査。
● 不動産ソリューションフェアの会期中に表彰式を開催。賃貸ビルのリニューアル・リノベーションの好事例を一
挙に紹介します。

第3回ビル経営アワード 協賛料金・特典
200,000 円（税別）
100,000 円（税別）

協賛企業だけのおトクな特典がたくさん！
①会期前・
「ビル経営アワード」特設ページにて、スポンサー企業として企業ロゴを掲載の上、御社指定のウェブサイトへリンクを掲載いたします。
（※ゴールドスポンサーのみの特典です。リンク期間は「ビル経営アワード」特設ページ開設から不動産ソリューションフェア会期終了までとなります）

②会期前・週刊ビル経営のビル経営アワードエントリー事例紹介ページに広告を掲載いたします。
＜広告サイズ＞モノクロ・テキスト（ロゴ使用は応相談）縦 80mm×横 55mm
③会期中・表彰式時に会場へ御社名または企業ロゴ入りのスポンサー企業パネルを掲示します。表彰式以外の時は受付横に設置予定です。
④会期中・表彰式にてプレゼンターを務めていただきます。（ゴールドスポンサーのみの特典です）

753 人

84 人

メーカー
▼実機設置による製品
紹介
▼オーナー・管理会社・
デベロッパーへのアピ
ール
▼既存製品の認知度向上
▼設備更新を検討する
管理担当者とのコン
タクト

会期までの流れ

※6小間以上の
偶数小間でも可能

ビル経営者が選ぶ「優秀ビル」を表彰します！

○ゴールドスポンサー
○シルバースポンサー

不動産関連サービス

▼新規ビルオーナーの
営業開拓

▼社名変更・新サービ
スのお披露目
４ブース（アイランド小間）

管理会社

2357 人

「業態別フェア出展の狙い」

▼街づくり・大規模開発
の紹介
▼新規用地の営業開拓

３ブース（角小間 背面パネルのみ）

※五十音順

第19回
10
/
15

10/16 ㊊・17 ㊋

