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SALES SHEET
2017年7月18～20日（大阪、京都、神戸各都市開催）

入場者数見込：計3700名

Kyoto/Osaka/kobe
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What is ad:tech kyoto/osaka/kobe？
関西圏最大の国際マーケティングカンファレンス

アドテックは世界の主要都市で開催されるマーケティング・カンファレンス。広告主、エージェン
シー、ソリューションプロバイダー、メディアなど、各ジャンルのマーケターが集まります。アドテック
東京は2017年で9回目。アドテック関西は2017年で4回目の開催となります。
いまや関西で最大規模の国際マーケティングカンファレンスに成長しました。
2016年はカンファレンス来場者3000名超。うち広告主の比率は20%以上と非常に高くなっていま
す。
2017年7月、ad:tech kansaiは「三都物語」へと生まれ変わります。

京都、大阪、神戸の三都市で、今注目のデジタルマーケティングシーンを捉え、各会場ごとにメイ
ンテーマを設定。各地の広告主企業とエージェンシー、メディア、テクノロジーベンダーが一体と
なったカンファレンスを開催いたします。

アドテクノロジーにとどまらず、それに関連するブランディング、コンテンツ、デザイン、マーケティ
ングマネジメントも包括し、常に最先端の議論が展開される場となっています。
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開催概要

ad:tech kyoto カンファレンス・展示会

2017年7月18日（火）：みやこメッセ
来場予定者数：1800名
特別テーマ：AI・IOT 最新テクノロジーとブランド体験

ad:tech osaka カンファレンス

2017年7月19日（水）：非公開
来場予定者数：200名
特別テーマ：動画・VR

ad:tech kobe カンファレンス・展示会

2017年7月20日（木）：神戸国際展示場
来場予定者数：1700名
特別テーマ：ミレニアル世代・メディア

PASS（前売り価格）

各会場共通PASS
39,000円（税抜）

ad:tech kyoto
16,000円（税抜）ス

・展示会

ad:tech osaka カンファレンス

21,000円（税抜）ス

ad:tech kobe カンファレンス・展示会

16,000円（税抜）ス
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ad:tech Kyoto
・AI・IOT関連企業が出展

・VR等のブランド体験ゾーン

・BtoBカンファレンス

・新たな京都広告主担当者が
多数参加

・展示ゾーンにセッショントラッ
クを設けることで来場者が長
時間滞留

ad:tech Osaka
・大阪市内の特別会場で開催

・招待制（200名）のエクスク
ルーシブカンファレンス

・関西圏の広告主約100名を
招待

・都会にありながら、オフサイ
トで密度の濃い議論を展開

・特別ステージ付PARTYを実
施

ad:tech kobe
・メディア活用、ミレニアル・
GenZ世代を中心としたトラック
構成

・メディア関連企業が多く出展

・兵庫以西の新たな広告主が
多数参加

・展示ゾーンにセッショントラッ
クを設けることで来場者が長時
間滞留

各会場の特徴
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ad:tech kyoto フロアプラン みやこメッセ(B1)

Track A
keynote

Track B Track C

展示会場

Registration

Speaker
Lounge

事務局Exhibitors
Room

Track D

Exhibitors
Room

PARTY

Track C

展示会場内に、TACK Cを設置いたします。
プレゼンテーションピッチは、
こちらTACK Cで行うことができます。
■特別展示
＜ブランド体験ゾーン（VR・IOT・360度動画）＞
最新テクノロジーを用いたブランディング・プロモーショ
ン事例についての体験ゾーン。価格についてご相談く
ださい。

＜AI・IOTゾーン＞
AI・IOT関連企業が多数出展するゾーン。海外ベン
チャーも登場！

■展示会場内セッショントラック
AI＆データに関するセッションを多数展開。

展示会場

＊ブランド体験

＊AI/IOTベンチャー

Exhibitors
Room

展示会場内にて、特別ルームの貸し出しが
可能です。

料金については、適宜お問い合わせくださ
い。
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ad:tech kobe フロアプラン 神戸国際展示場

Track A
keynote

Track B

Track C

Registration

Speaker
Lounge

事務局
Exhibitors

Room

Track C

Exhibitors
Room

PARTY

展示会場

展示会場Track C

展示会場内に、TACK Cを設置いたします。
プレゼンテーションピッチは、
こちらTACK Cで行うことができます。
■特別展示
＜デジタルメディアゾーン＞
デジタルメディア、動画パブリッシャーが多数出展する
ゾーン。

＜テクノロジーベンチャーゾーン＞
テクノロジーベンチャーが多数出展するゾーン。

■展示会場内セッショントラック
特別企画「ヤングアドテック」を実施。20代のマーケター

を中心とした若年世代を代表するマーケターが登壇し

ます。

Exhibitors
Room

展示会場内にて、特別ルームの貸し
出しが可能です。

料金については、適宜お問い合わせく
ださい。
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Sponsorship メニュー

venue menu 定価 枠数 PASS
（京都・神戸）

PASS
（大阪）

サービス内容

DIAMOND ¥3,000,000 1 20 6 45mins Presentation 2枠（京都・神戸）

PLATINUM ¥2,000,000 2 10 4 45mins Presentation 2枠（京都・神戸）

GOLD ¥1,500,000 4 6 3 45mins Presentation １枠（京都または神戸）

SILVER ¥1,000,000 10 4 2 25mins Presentation １枠（京都または神戸）

PASS SPONCER ¥300,000 3 10 4 PASSのみのスポンサードメニュー

Party(Kyoto) ¥1,200,000 1 10 5 25mins Presentation １枠

Party(Kobe) ¥800,000 1 10 5 25mins Presentation １枠

45mins Presentation ¥800,000 4 2 1
25mins Presentation ¥500,000 4 2 1
Premium Presentation(35mins) ¥2,000,000 2 3 4
30mins Presentation ¥1,500,000 4 2 3
10mins Presentation ¥500,000 2 2 1
Round Table Discussion ¥2,000,000 1 3 4
Lunch Presentation(10mins) ¥400,000 1 2 1
Party ¥1,200,000 1 5 5

京都、神戸

全体

＊3会場全体のスポン
サードメニューです。

大阪


兵庫・京都　業リスト

		（株）アースワーク		612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-62																		(株)アースワーク

		（株）朝日オリコミ大阪京都支社		612-8243 京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町55-2																		(株)朝日エリア・アド

		（株）アド・エポック		604-0934 京都市中京区麩屋町二条下ル 尾張屋町210-4																		(株)アドサービス

		（株）アド関西		610-0121 城陽市寺田西ノ口95-19																		(株)大阪朝日広告社　京都支店

		（株）ウェイズ		600-8423 京都市下京区釘隠町246 西脇ビル4階																		(株)関広

		（株）エムジーエージェンシー		600-8494 京都市下京区四条通西洞院西入 光月堂ビル4階																		クリエイション(株)

		オムロンマーケティング（株）		600-8234 京都市下京区塩小路堀川東入 オムロン京都センタービル6階																		(株)ケービーエス京都プロジェクト

		（株）関広		604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル																		(株)産經アドス 京都支社

		（株）京都新聞折込サービスセンター		604-0872 京都市中京区東洞院通夷川上ル																		(株)JR西日本コミュニケーションズ京都支社

		京都新聞開発（株）		604-8555 京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞ビル2階																		(株)実業広告社

		（株）近宣京都支社		600-8411 京都市下京区水銀屋町637 第5長谷ビル3階																		(株)新通京都支社

		（株）京滋折込広告		612-8141 京都市伏見区向島二の丸町114-9																		(株)大広関西 京都支社

		（株）京滋リビング新聞アドセンター		604-8116 京都市中京区高倉通蛸薬師上ル 和久屋町350　リビング高倉ビル																		大毎広告(株)京都支社

		（株）京阪エージェンシー京都営業所		605-0007 京都市東山区大和大路通三条下ル 京阪三条南ビル3階																		(株)ティ・アンド・ケイ

		（株）ケービーエス京都プロジェクト		602-8588 京都市上京区烏丸通一条下ル KBS京都放送会館内																		(株)電通 京都支社

		（株）JR西日本コミュニケーションズ京都支店		600-8216 京都市下京区塩小路通烏丸西入 新京都センタービル8階																		(株)日広アド

		（株）実業広告社		600-8134 京都市下京区正面通高瀬東入 山王町343																		(株)日商社

		（株）新広社京都支社		607-8346 京都市山科区西野山階町31-1																		(株)博報堂関西支社京都営業所

		（株）新通京都支社		604-0873 京都市中京区車屋町通夷川北入 京都新聞社第一別館																		(株)読売連合広告社京都支社

		（株）総合企画センター		604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル 橋弁慶町223 光洋ビル5階																		賛助会員社

		（株）大広関西京都支社		600-8007 京都市下京区四条通高倉西入 京都恒和ビル7階																		(株)エフエム京都

		大毎広告（株）京都支社		604-0924 京都市中京区河原町通二条下ル ヤサカ河原町ビル4階																		(株)京都新聞COM

		（株）タナックス		600-0924 京都市下京区五条通烏丸東入 松屋町438																		(株)京都放送

		（株）ティ・アンド・ケイ		604-0864 京都市中京区両替町通夷川上ル 松竹町136-2

		（株）電通京都支社		600-8009 京都市下京区四条通室町東入 アーバンネット四条烏丸ビル5階

		（株）日広アド		604-0851 京都市中京区烏丸通夷川東入 藤和シティコープ503

		（株）日商社		604-8187 京都市中京区烏丸御池東 第一生命ビル7階

		（株）日本経済社京都支社		604-0874 京都市中京区烏丸通竹屋町角 日経京都会館4階

		（株）日本広報企画		604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル 烏丸小泉ビル

		（株）博報堂関西支社京都営業所		604-8171 京都市中京区烏丸通御池下ル 太陽生命御池ビル3階

		（株）ビードリーム		604-0072 京都市中京区油小路竹屋町下ル

		（株）放送出版プランニングセンター京都営業所		604-8112 京都市中京区柳馬場通三条下ル 六角アーバンリズ503号

		（株）読売連合広告社京都支社		604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル 読売京都ビル4階

		（株）読宣京都支社		614-8172 八幡市上津屋林61

		（株）ライダース・パブリシティ関西支店		530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2600 大阪駅前第3ビル26階

		（株）リーフ・パブリケーションズ		604-8172 京都市中京区烏丸通姉小路下ル メディナ烏丸御池4階

		（株）理広		612-8251 京都市伏見区横大路菅本2-58 五健堂ビル5階

		屋外広告部門

		（株）エクセル		606-8351 京都市左京区岡崎徳成町10-5

		カミデ工芸（株）		606-8364 京都市左京区新柳馬場仁王門下ル

		京都駅前振興（株）		600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル 京都タワー3階

		（株）駸々堂廣告部		602-8155 京都市上京区智恵光院通丸太町下ル

		（株）おもちゃあ		610-1143 京都市西京区大原野東境谷町2-5-7

		（株）ソーシャルメディアマーケティング研究所		604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入 橋弁慶町224 SOHO烏丸103

		（株）ソシアス		601-8005 京都市南区東九条西岩本町34-9

		吉忠マネキン（株）		604-8691 京都市中京区御池高倉西

		（株）洛東工芸		604-0913 京都市中京区新椹木町二条上ル

		一般社団法人　関西広告審査協会		550-0004 大阪市西区靭本町1-6-6 華東ビル

		京都広告業協会		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川東入ル 京都新聞本社ビル南館6階

		学校法人　京都産業大学		603-8555 京都市北区上賀茂本山

		京都市交通広告協同組合		600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル 扇酒屋町289　デ・リードビル3階

		京都商工会議所		604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		朝日放送（株）		553-8503 大阪市福島区福島1-1-30

		（株）エフエム京都		600-8566 京都市下京区烏丸通四条下ル COCON烏丸8階

		（株）エフエム滋賀		520-0818 大津市西ノ庄19-10 リンクスビル内

		関西テレビ放送（株）		530-8408 大阪市北区扇町2-1-7

		（株）京都新聞ホールディングス		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		（株）京都新聞ＣＯＭ		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		（株）京都放送		602-8588 京都市上京区烏丸上長者町

		（株）京都リビングエフエム		612-8087 京都市伏見区京町大黒町115-3

		（株）京都リビング新聞社		604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入 京都リビング新聞社ビル

		聖教新聞社京都支局		604-0074 京都市中京区東堀川通竹屋町下ル八町目532 創価学会京都国際文化会館

		（株）テレビ朝日関西支社		530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー20階

		テレビ大阪（株）		540-8519 大阪市中央区大手前1-2-18

		（株）日本経済新聞社京都支社		604-0874 京都市中京区烏丸通竹屋町角

		日本テレビ放送網（株）関西支社		530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル14階

		びわ湖放送（株）		520-0826 大津市鶴の里16-1

		（株）毎日放送		530-8304 大阪市北区茶屋町17-1

		読売テレビ放送（株）		540-8510 大阪市中央区城見2-2-33

		洛西ケーブルビジョン（株）		610-1143 京都市西京区大原野東境谷町2-5-7

		（株）新聞折込広告		078-974-2421		651-2113??兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１０８６－１		http://www.s-orikomi.com/

		（有）エムリンク		078-366-3716		650-0012??兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目２－１９－５０１		http://www.m-linknet.co.jp

		（株）サンビクリエーション		079-284-0056		670-0952??兵庫県姫路市南条２丁目４６		http://www.sanbi-net.com/

		六甲音波（株）		078-882-0212		657-0852??兵庫県神戸市灘区大石南町１丁目５－１		http://www.rokkoonpa.co.jp

		（有）看広		0795-82-3939		669-3461??兵庫県丹波市氷上町市辺２０６－４		http://www.kankou-ad.jp

		サテンドール神戸		078-242-0100		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２６－１		http://www.satindollkobe.jp

		（株）ヨシダ看板		078-411-0881		658-0025??兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１４－１７		http://www.geocities.jp/yoshidakanban/

		アークサービス		078-784-4211		655-0043??兵庫県神戸市垂水区南多聞台８丁目８－５４５

		（有）アートライフ		078-367-7301		650-0027??兵庫県神戸市中央区中町通２丁目２－１２

		（株）アートリンクス		078-360-0707		650-0016??兵庫県神戸市中央区橘通２丁目１－１１

		ａｉａｉコミニティ		06-6489-5123		660-0823??兵庫県尼崎市大物町２丁目１－１－１３

		相生かわら版制作室		0791-24-1550		678-0024??兵庫県相生市双葉２丁目８－１０

		ＩＴネット		0797-74-8892		665-0024??兵庫県宝塚市逆瀬台１丁目１１－４－１０１０

		（有）アイドゥ		078-230-4333		650-0001??兵庫県神戸市中央区加納町２丁目８－１６

		明石広告		078-938-0850		674-0051??兵庫県明石市大久保町大窪３０５

		アクセル（有）加古川営業所		079-456-7355		675-0016??兵庫県加古川市野口町長砂６５０－２		http://www.aqsell.co.jp

		アクセル（有）本社		078-938-1323		674-0051??兵庫県明石市大久保町大窪３０２－２

		アクメディア・プランニング		079-225-5888		670-0825??兵庫県姫路市市川橋通２丁目４９

		（株）アサコーアド		0798-67-4646		663-8201??兵庫県西宮市田代町１０－６－３０４

		（株）朝広関西神戸支店		078-321-2424		650-0035??兵庫県神戸市中央区浪花町５９

		（株）アシダコーポレーション		0795-87-0306		669-3801??兵庫県丹波市青垣町東芦田４９４

		芦屋人		0797-63-5300		659-0032??兵庫県芦屋市浜風町２４－９		http://www.ashiya-people.com/

		（株）アトム企画		078-965-3198		651-2313??兵庫県神戸市西区神出町田井２８８－１

		アドクリエイト		078-907-3717		651-1421??兵庫県西宮市山口町上山口２丁目２－７－１０３

		（株）アドゲイン		078-334-0868		650-0033??兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１－６１０

		（株）アド広研		079-292-0921		670-0976??兵庫県姫路市中地３６３－１

		アド・ダイツー		078-842-0579		658-0058??兵庫県神戸市東灘区御影町西平野一の坪１１－１

		（株）アド・ナップ		079-431-8564		676-0808??兵庫県高砂市神爪１丁目１６－６－２Ｆ－１

		（株）アド・ファイブ		078-974-9123		651-2112??兵庫県神戸市西区大津和１丁目２－４

		あどプレス		072-775-6213		664-0855??兵庫県伊丹市御願塚４丁目４－１２

		アド・レタス		078-949-3008		674-0074??兵庫県明石市魚住町清水２１８５－４

		アドワールド		078-230-1391		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通３丁目１－２１－４１４

		アニマルエスコートサービス		0790-24-3271		679-2214??兵庫県神崎郡福崎町福崎新２３－１		http://www.a-es.jp

		（株）歩通信社		078-382-2341		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通４丁目１－１－３０１

		Ｅデザイン		079-497-0414		675-1122??兵庫県加古郡稲美町中村９０２－６

		市松企画		0795-76-0492		669-3157??兵庫県丹波市山南町和田７７

		イネックスアシストカンパニー（株）／受付専用		0120-388164		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目６－１０－２０２		http://www.iac-wmn.co.jp

		（有）インターナショナルカンパニー		078-242-8807		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（株）インテリジェンスメディア営業本部関西統括部神戸ＳＣ		078-326-7471		650-0033??兵庫県神戸市中央区江戸町９５

		（株）ウーマンライフ新聞社神戸支局		078-341-8510		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目３－１６－８０２

		ウインズ		079-559-0670		669-1544??兵庫県三田市武庫が丘３丁目４		http://www.winds-h.com

		（株）ウメ・ヤデザイン		0797-25-1740		659-0093??兵庫県芦屋市船戸町５－２６

		（株）ＳＲＣリクルーティング事業部		078-393-3033		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目７－４

		（株）ＳＲＣ		078-919-2500		673-0892??兵庫県明石市本町２丁目２－２０

		ＭＩＵ（株）		078-671-0672		652-0894??兵庫県神戸市兵庫区入江通１丁目１－２８		http://www.m-i-u.co.jp

		（有）エム・アンド・ウィル		078-334-0972		650-0023??兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目６－２０

		（株）エム・シイ・ネット		079-238-0300		672-8093??兵庫県姫路市飾磨区矢倉町１丁目１４

		（株）おおかわ		078-751-2807		655-0892??兵庫県神戸市垂水区平磯１丁目１－５２

		大橋広告社		072-777-8070		664-0888??兵庫県伊丹市昆陽南１丁目１０－２－２－２０６

		（株）オフィシャルサポート		078-230-3640		651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目２－１１－７０５

		（有）おふぃす・あいしーきゅー		0797-86-8509		669-1103??兵庫県西宮市生瀬東町２６－４

		（有）オフィスカトウ		0797-86-5129		665-0835??兵庫県宝塚市旭町２丁目２０－２

		（有）オフィスナカガワ		06-6433-0232		661-0033??兵庫県尼崎市南武庫之荘１丁目２２－２１

		オフジデザインルーム		0790-22-4091		679-2204??兵庫県神崎郡福崎町西田原２７５

		オリオンコーポレーション		079-569-9119		669-1535??兵庫県三田市南が丘１丁目１３－１４

		学生特化企業（株）ジグザグキャンパス学生マーケティング事業部		078-231-5522		651-0094??兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目２－２

		（株）企広		079-267-0535		671-2224??兵庫県姫路市青山西２丁目２３－１

		（有）キトラ		0798-72-6345		662-0063??兵庫県西宮市相生町１２－８－２０１

		（株）キューズ伊丹オフィス		072-785-7580		664-0899??兵庫県伊丹市大鹿２丁目７

		（有）近代企画社		078-995-0650		651-2226??兵庫県神戸市西区桜が丘中町２丁目１－７

		（株）近代社		078-242-5082		651-0056??兵庫県神戸市中央区熊内町８丁目４－１２

		クワン（ｋｗａｎ）		079-272-0004		671-1133??兵庫県姫路市大津区吉美７７２

		グープランニングオフィス		0790-48-2183		675-2213??兵庫県加西市西笠原町７６６		http://www.hari-hari.com

		グランマックス		078-412-6130		658-0013??兵庫県神戸市東灘区深江北町３丁目２－１８－１０３

		グルメリア神戸		078-271-9223		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通４丁目２－９－２０３		http://kobe.gourmeria.com

		（株）グローバルクリエーションズ		078-452-0821		658-0072??兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目９－２９－１０１

		（株）グローバルトゥエンティワン／お客様サービスセンター		078-222-7175		651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２－８

		（株）グローバルトゥエンティワン／関西営業本部				651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２－８

		（株）ＫＲＧ		078-272-6666		651-0093??兵庫県神戸市中央区二宮町１丁目４－８

		ケーオーアップ（株）西宮営業所		0798-63-0471		663-8107??兵庫県西宮市瓦林町５－２６

		（株）ケーオーツー		078-857-8855		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９－６Ｆ－Ｗ０２

		（株）ケー・キャップス		079-299-5318		670-0073??兵庫県姫路市御立中５丁目４－８

		圭秀舎		079-243-2011		672-8048??兵庫県姫路市飾磨区三宅３丁目２７

		（株）ケイジーサウンドプロダクション		078-975-8855		651-2108??兵庫県神戸市西区伊川谷町前開１２７９

		（株）ケイ・ジェネラルプランニング		078-221-7550		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１－３２－３０４

		Ｋ’ｓプランセル広告事務所		078-232-5286		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３－１６

		（有）京阪神宣伝社		0798-67-7247		663-8201??兵庫県西宮市田代町１０－７－１０６

		（有）ケイパワーズ		0797-38-7825		659-0032??兵庫県芦屋市浜風町６－５－２

		（株）ケンエンタープライズ広告事業部		078-230-6877		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１５－８０８		http://www.pic-art-iteams.com

		（株）ケンプランニング		0798-52-3018		662-0824??兵庫県西宮市門戸東町１－２６

		宏栄企画		0791-54-0617		678-1202??兵庫県赤穂郡上郡町野桑３３７

		（株）広告のハミルトン		078-511-1905		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町４丁目８－１

		（株）広文社		079-284-2331		670-0014??兵庫県姫路市堺町３

		神戸アート広芸社		078-451-1479		658-0016??兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目６－５

		（株）神戸新通		078-360-1410		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４－４

		（株）神戸新聞広告社		078-251-8461		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目１－１５

		（株）神戸新聞事業社／営業１部		078-362-7341		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業３部		078-362-7343		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業２部		078-362-7342		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業４部		078-362-7344		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／ＳＰ部		078-362-7356		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／企画開発部		078-362-7348		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／財務部		078-362-7354		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／総務部		078-362-7353		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／媒体部		078-362-7351		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社但馬支社		0796-22-3645		668-0024??兵庫県豊岡市寿町７－２３

		（株）神戸新聞事業社東播支社		079-423-0434		675-0031??兵庫県加古川市加古川町北在家２３１１

		（株）神戸新聞事業社姫路支社		079-285-2701		670-0964??兵庫県姫路市豊沢町７８

		（株）神戸新聞事業社北播支社		0795-42-3320		673-1431??兵庫県加東市社１３８６－１

		（株）神戸新聞事業社三木支社		0794-87-0553		673-0515??兵庫県三木市志染町三津田１７０８

		（株）神戸通信広告社		078-371-0774		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通６丁目３－１７

		（株）神戸デジタルモンキー		0798-33-3888		662-0918??兵庫県西宮市六湛寺町９－３３

		（株）神戸プラン		078-361-1640		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通５丁目３－１０－２０１

		神戸ポスティングサービス		078-577-8079		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目８－２

		（株）向洋広告		078-857-6400		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中５丁目１－５２４－１０１０

		（株）コム・ジャパン		078-854-1187		658-0051??兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－２

		コンドル・エージェンシー		078-261-2658		651-0094??兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６－８

		（有）咲く楽プロモーション		0797-81-5656		669-1102??兵庫県西宮市生瀬町２丁目２４－３

		（有）三光		078-854-5311		657-0011??兵庫県神戸市灘区鶴甲４丁目２－１１－２０５

		（有）三晶企画		0797-32-7113		659-0024??兵庫県芦屋市南宮町１－１３－６０７

		（株）サンプロジェ兵庫支社		079-446-7011		676-0827??兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀１０４７

		三陽広告社		06-6412-0630		660-0077??兵庫県尼崎市大庄西町３丁目９－１２

		山陽プラスチック（株）		079-423-0111		675-0031??兵庫県加古川市加古川町北在家２３６０

		（株）サンライフ		079-288-5177		670-0804??兵庫県姫路市保城２３３－６

		（有）シー・エス・シー		0798-36-1114		662-0917??兵庫県西宮市与古道町２－３５

		（株）商報兵庫営業所		078-577-8110		652-0803??兵庫県神戸市兵庫区大開通７丁目１－１４－１０３

		（株）シンエンタープライズ		078-382-1120		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１２－２６

		神姫クリエイト（株）		079-289-1320		670-0947??兵庫県姫路市北条５０７

		（有）神広クリエート		0794-85-0357		673-0551??兵庫県三木市志染町西自由が丘２丁目２８５

		（有）神交社		078-341-0758		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通４丁目１－３

		（株）新広社		079-224-1838		670-0944??兵庫県姫路市阿保砂原３７８－１		http://www.shinkosha.net

		新通神戸支社		078-360-1410		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４－４

		神鉄観光（株）／事業部		078-521-0321		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目２０－２

		（株）Ｊ・ＡＳＡＫＯ		078-261-1211		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２－５

		（有）時代		078-362-1450		650-0042??兵庫県神戸市中央区波止場町６－５

		（株）ジャパンクリエイト		0798-67-3788		663-8023??兵庫県西宮市大森町３－７

		（有）ジョイプラン		078-882-5067		657-0837??兵庫県神戸市灘区原田通１丁目１－３－３０３

		情報誌シフォン		079-553-1488		669-1535??兵庫県三田市南が丘１丁目１３－１６		http://art.chiffon.ch/

		スキャンレップコーポレーション		078-392-3580		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３－３

		スタジオライズ		072-759-7299		666-0023??兵庫県川西市東久代２丁目７－１２

		（株）ストロベリーズカンパニーリミテッド		078-321-3232		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１２－６

		（株）セイコー社		078-371-6363		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７－７

		青広社		078-927-0394		673-0008??兵庫県明石市沢野２丁目７－６

		セブンアーツ		078-579-6307		652-0047??兵庫県神戸市兵庫区下沢通８丁目４－２８

		（有）Ｚｅｎ本社		078-822-6000		658-0053??兵庫県神戸市東灘区住吉宮７－２－３６

		創英社		079-293-3377		670-0073??兵庫県姫路市御立中８丁目２－２１

		綜合企画		0796-22-7500		668-0062??兵庫県豊岡市佐野４３－２

		タカラ企画（株）		078-592-2455		651-1113??兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４－３６

		（株）大広関西神戸オフィス		078-393-3536		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１－２

		（株）大広関西姫路支局		079-224-8554		670-0961??兵庫県姫路市南畝町２丁目５３

		（有）大道屋		078-366-0739		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通７丁目１－２－８０１

		ダスキンレントオール／伊丹ステーション		072-780-5110		664-0006??兵庫県伊丹市鴻池６丁目１５－２６		http://www.kasite.net

		ダスキンレントオール新神戸ステーション		078-221-5444		651-0066??兵庫県神戸市中央区国香通２丁目２－２		http://www.kasite.net/

		（有）ダンディライアン		0798-70-0048		662-0076??兵庫県西宮市松生町１８－２４－１０１

		（株）中央通信社		0797-23-0780		659-0064??兵庫県芦屋市精道町３－２０

		（株）朝栄社メールセンター関西		06-4962-6869		661-0033??兵庫県尼崎市南武庫之荘１２丁目１４－３５

		鉄人マーケット		078-882-0091		657-0836??兵庫県神戸市灘区城内通４丁目８－１

		テルプランニング		072-781-5667		664-0856??兵庫県伊丹市梅ノ木６丁目４－３４

		（株）ＴＥＮ‐Ｓ		078-262-6341		651-0056??兵庫県神戸市中央区熊内町４丁目１３－２

		（有）デジテック		079-236-2831		671-1143??兵庫県姫路市大津区天満２８９－１		http://digitec.jp

		電広社		079-293-4343		670-0096??兵庫県姫路市西新在家３丁目１－７

		東亜広告（株）本社		078-241-0005		651-0068??兵庫県神戸市中央区旗塚通３丁目３－２２－４０５		http://koukoku-toa.jp

		（有）東芸		079-233-5227		672-8043??兵庫県姫路市飾磨区上野田２丁目５

		（有）トビオ		079-299-5025		670-0074??兵庫県姫路市御立西５丁目１６－３

		（株）ドリームアンドモア		078-327-2155		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３－３

		（株）内藤一水社神戸支店		078-362-1741		650-0027??兵庫県神戸市中央区中町通２丁目３－２		http://www.naito-osaka.jp/

		奈加馬（株）		0798-26-3491		662-0914??兵庫県西宮市本町７－２４

		長田広告（株）兵庫営業所		079-424-0841		675-0067??兵庫県加古川市加古川町河原１２３－１

		（株）ナビング		078-843-5901		658-0047??兵庫県神戸市東灘区御影３丁目２－１１－６５

		日研企画（株）		078-781-0157		655-0052??兵庫県神戸市垂水区舞多聞東３丁目５－３

		（株）日本写真ニュース		079-296-3781		670-0061??兵庫県姫路市西今宿３丁目１９

		日本ビジネス（株）		079-285-0083		670-0903??兵庫県姫路市立町８２

		（株）ニュースダスト		078-857-0677		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中１丁目１４－２０９

		（株）ぬうびじょん		079-224-5700		672-8048??兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１３８

		ネットワーク・プランニング		079-261-4312		679-4211??兵庫県姫路市林田町六九谷４５５

		（有）濱崎プランニングオフィス		078-272-1223		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１－３２－５０９

		（株）浜田広告社		078-391-3126		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目３－９

		ハリマ（株）		079-272-0581		671-1227??兵庫県姫路市網干区和久４４１－６		http://www.tomorrow.nw.jp/harima

		（有）阪神宣伝		06-6481-1140		660-0892??兵庫県尼崎市東難波町３丁目２１－２８

		ハンター企画		078-271-2961		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（有）ハンタープランニングオフィス		078-222-1321		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（有）ぱいぷらいん		078-797-5790		655-0006??兵庫県神戸市垂水区本多聞１丁目２－１－３０５

		（株）パトナ		072-772-8195		664-0881??兵庫県伊丹市昆陽７丁目１０１－１

		（有）パルプ		0795-25-5558		679-0302??兵庫県西脇市黒田庄町黒田２５１

		パワフルコム		078-911-1112		673-0891??兵庫県明石市大明石町１丁目７－３５		http://www.ohwp.net/

		（株）飛行船		079-562-9388		669-1537??兵庫県三田市西山２丁目２６－３

		（有）ヒットコーポレーション		078-325-0321		650-0023??兵庫県神戸市中央区栄町通２丁目３－９

		姫路企画		079-225-3663		670-0017??兵庫県姫路市福中町９２

		（株）兵庫毎日広告社		079-231-2666		670-0973??兵庫県姫路市亀山１丁目１６－４

		（有）ビーカム・プランニング		0798-34-3611		663-8243??兵庫県西宮市津門大箇町４－１０

		ビーメンバートータルポスティングサービス		072-759-5830		666-0032??兵庫県川西市日高町６－２

		ビスボード西脇（有）		0795-27-1111		677-0067??兵庫県西脇市明楽寺町１１４８

		（株）ビズ		078-987-3558		651-1301??兵庫県神戸市北区藤原台北町７丁目８－３

		（株）ビッグ・ウェーブ		072-773-5711		664-0861??兵庫県伊丹市稲野町４丁目３３－２

		ピーネット		0795-24-1800		677-0054??兵庫県西脇市野村町１８１１－５５

		（有）ファニー		078-946-8070		674-0082??兵庫県明石市魚住町中尾６９８－１０

		フォーシーズン		079-294-9158		670-0072??兵庫県姫路市御立東５丁目５－３

		富士企画		079-288-0665		670-0806??兵庫県姫路市増位新町２丁目１５－１－Ｃ－４０６

		（株）藤原広告		078-732-3392		653-0045??兵庫県神戸市長田区駒ケ林南町１７－５

		ふるさと企画		0796-26-1021		668-0041??兵庫県豊岡市大磯町９－２２

		（株）プラトゥー		078-921-5594		673-0012??兵庫県明石市和坂１２－２－２０２		http://www.plateau.gr.jp

		プランニングオフィスゼロワン		079-223-1005		670-0949??兵庫県姫路市三左衛門堀東の町９０		http://www.office.net

		（有）プランニングシンプル		079-564-4575		669-1531??兵庫県三田市天神２丁目１１－１１

		（株）プリテック		079-552-0261		669-2333??兵庫県篠山市南新町６７－１		http://www.pritec.net

		（株）プロシステム営業部		079-288-9866		670-0946??兵庫県姫路市北条永良町６４

		（株）ベイエリア		078-261-2327		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通４丁目２－９－２０１

		（有）ベス・カンパニー		078-413-4144		658-0081??兵庫県神戸市東灘区田中町３丁目２－１

		ベスト広告（有）		078-362-0123		650-0013??兵庫県神戸市中央区花隈町５－２１

		（株）毎日事業社		079-226-9578		670-0961??兵庫県姫路市南畝町２丁目３１

		（有）マジックボックス		079-231-5268		672-8044??兵庫県姫路市飾磨区下野田２丁目４８０－２０

		（株）マス・ブレーン		079-296-4305		670-0996??兵庫県姫路市土山５丁目６－３３－２０３

		（株）マセック		079-223-8241		670-0946??兵庫県姫路市北条永良町６４

		ＭＡＴＯＹＡ		0799-22-0663		656-0025??兵庫県洲本市本町５丁目３－８

		マトヤ楽器		0799-22-0663		656-0025??兵庫県洲本市本町５丁目３－８

		（有）ＭａｎＴｏＭａｎ		078-221-0999		651-0092??兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２－２２

		村上事務所		0798-34-7118		662-0961??兵庫県西宮市御茶家所町４－１５

		明建（株）		079-492-6011		675-1112??兵庫県加古郡稲美町六分一３４２

		（株）盟千		078-987-3211		651-1312??兵庫県神戸市北区有野町有野３４０６－１		http://www.mei-sen.com

		（株）メディア関西広告社		078-646-7071		653-0882??兵庫県神戸市長田区長田天神町２丁目２－１０

		（有）ヤシロ広告		078-382-0838		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７－１５

		（株）吉田地図ＰＲセンター神戸営業所		078-926-0222		651-2144??兵庫県神戸市西区小山３丁目７－１－１Ｆ－５

		（有）ヨシ乃		06-6488-3681		660-0814??兵庫県尼崎市杭瀬本町１丁目１－１

		吉本広告制作事務所		0796-29-0190		668-0051??兵庫県豊岡市九日市上町７２５－１０

		（株）読売連合広告社／姫路支社		079-289-2424		670-0000??兵庫県姫路市豊沢１３５

		（株）ライダース・パブリシティ／神戸支店		078-251-5261		651-0088??兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１－１

		ライブエッジ・エンターテイメント		078-341-0039		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通５丁目２－３－７１２		http://www.liveedge.info

		（有）リーズリングカラー		078-367-8828		650-0025??兵庫県神戸市中央区相生町４丁目４－１２－２０１

		（有）リードオフ		079-299-6035		670-0054??兵庫県姫路市南今宿３－２１－３Ｆ

		（有）リトルブレーン		079-231-5126		672-8071??兵庫県姫路市飾磨区構３丁目４３９－３		http://www.shiawase-ya.com

		ＬｕｆｆｙＣｒｅａｔｉｖｅ		078-797-8088		654-0151??兵庫県神戸市須磨区北落合６丁目１－７		http://luffy.jp

		（株）ワークショップ・アド・オフィス		078-222-6333		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－２０

		（株）ワークス情報サービス		079-245-8900		672-8019??兵庫県姫路市木場前七反町３９

		（株）ワールドタイムス		078-846-1350		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９－４Ｅ２２

		（株）ワイズ・コミュニケーションズ		078-891-7480		651-0092??兵庫県神戸市中央区生田町１丁目１－２２

		（株）ワンス		078-367-5575		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通６丁目５－１－２０２





スポンサードメニュー

		Sponsorship メニュー

		venue		menu		定価		枠数		PASS
（京都・神戸） キョウト コウベ		PASS
（大阪） オオサカ		サービス内容 ナイヨウ

		全体

＊3会場全体のスポンサードメニューです。 ゼンタイ カイジョウ ゼンタイ		DIAMOND		¥3,000,000		1		20		6		45mins Presentation 2枠（京都・神戸） ワク キョウト コウベ

				PLATINUM		¥2,000,000		2		10		4		45mins Presentation 2枠（京都・神戸） ワク キョウト コウベ

				GOLD		¥1,500,000		4		6		3		45mins Presentation １枠（京都または神戸） ワク キョウト コウベ

				SILVER		¥1,000,000		10		4		2		25mins Presentation １枠（京都または神戸） ワク キョウト コウベ

				PASS SPONCER		¥300,000		3		10		4		PASSのみのスポンサードメニュー

		京都、神戸 キョウト コウベ		Party(Kyoto)		¥1,200,000		1		10		5		25mins Presentation １枠

				Party(Kobe)		¥800,000		1		10		5		25mins Presentation １枠

				45mins Presentation		¥800,000		4		2		1

				25mins Presentation		¥500,000		4		2		1

		大阪 オオサカ		Premium Presentation(35mins)		¥2,000,000		2		3		4

				30mins Presentation		¥1,500,000		4		2		3

				10mins Presentation		¥500,000		2		2		1

				Round Table Discussion		¥2,000,000		1		3		4

				Lunch Presentation(10mins)		¥400,000		1		2		1

				Party		¥1,200,000		1		5		5





展示ブースメニュー

		Exhibitionメニュー

		venue		menu		定価		サイズ

		京都 キョウト		プレミアムブース		¥1,500,000		36㎡（6m×6m）

				ラージブース		¥800,000		18㎡（6m×3m）

				ミディアムブース		¥500,000		9㎡（3m×3m）

				スモールブース		¥250,000		4㎡（2m×2m）

				スタンディングブース		¥50,000		1㎡（1m×1m）

				ブランド体験ゾーン タイケン		応相談 オウソウダン		1㎡～36㎡

		神戸		プレミアムブース		¥1,000,000		36㎡（6m×6m）

				ラージブース		¥500,000		18㎡（6m×3m）

				ミディアムブース		¥300,000		9㎡（3m×3m）

				スモールブース		¥200,000		4㎡（2m×2m）

				スタンディングブース		¥50,000		1㎡（1m×1m）





大阪時間割

		ad:tech osaka Schedule



		DAY1				＊敬称略

		10:00		Opening Remarks

		10:05		Opening Keynote

		10:50		Premium Sponsor Presentation①

		11:25		Premium Sponsor Presentation②

		12:00		Networking Break

		12:30:00~12:40:00		Lunch Presentation

		12:50		Keynote　Session

		13:40		30mins Sponsor Presentation

		14:10		Networking Break		席替え セキガ

		14:20		30mins Sponsor Presentation

		14:50		10mins Elevator Pitch×2

		15:10		Round Table Discussion

		16:00		Networking Break

		16:05		Panel Discussion

		16:55		Close remarks

		17:00		FREE TIME!!

		18:45		GALA

		20:15		CLOSE







ad:tech kyoto/osaka/kobe

Exhibitionメニュー　　　　　　　　　　　　＊大阪会場では展示会場はございません

venue menu 定価 サイズ

プレミアムブース ¥1,500,000 36㎡（6m×6m）

ラージブース ¥800,000 18㎡（6m×3m）

ミディアムブース ¥500,000 9㎡（3m×3m）

スモールブース ¥250,000 4㎡（2m×2m）

スタンディングブース ¥50,000 1㎡（1m×1m）

ブランド体験ゾーン 応相談 1㎡～36㎡

プレミアムブース ¥1,000,000 36㎡（6m×6m）

ラージブース ¥500,000 18㎡（6m×3m）

ミディアムブース ¥300,000 9㎡（3m×3m）

スモールブース ¥200,000 4㎡（2m×2m）

スタンディングブース ¥50,000 1㎡（1m×1m）

神戸

京都


兵庫・京都　業リスト

		（株）アースワーク		612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-62																		(株)アースワーク

		（株）朝日オリコミ大阪京都支社		612-8243 京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町55-2																		(株)朝日エリア・アド

		（株）アド・エポック		604-0934 京都市中京区麩屋町二条下ル 尾張屋町210-4																		(株)アドサービス

		（株）アド関西		610-0121 城陽市寺田西ノ口95-19																		(株)大阪朝日広告社　京都支店

		（株）ウェイズ		600-8423 京都市下京区釘隠町246 西脇ビル4階																		(株)関広

		（株）エムジーエージェンシー		600-8494 京都市下京区四条通西洞院西入 光月堂ビル4階																		クリエイション(株)

		オムロンマーケティング（株）		600-8234 京都市下京区塩小路堀川東入 オムロン京都センタービル6階																		(株)ケービーエス京都プロジェクト

		（株）関広		604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル																		(株)産經アドス 京都支社

		（株）京都新聞折込サービスセンター		604-0872 京都市中京区東洞院通夷川上ル																		(株)JR西日本コミュニケーションズ京都支社

		京都新聞開発（株）		604-8555 京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞ビル2階																		(株)実業広告社

		（株）近宣京都支社		600-8411 京都市下京区水銀屋町637 第5長谷ビル3階																		(株)新通京都支社

		（株）京滋折込広告		612-8141 京都市伏見区向島二の丸町114-9																		(株)大広関西 京都支社

		（株）京滋リビング新聞アドセンター		604-8116 京都市中京区高倉通蛸薬師上ル 和久屋町350　リビング高倉ビル																		大毎広告(株)京都支社

		（株）京阪エージェンシー京都営業所		605-0007 京都市東山区大和大路通三条下ル 京阪三条南ビル3階																		(株)ティ・アンド・ケイ

		（株）ケービーエス京都プロジェクト		602-8588 京都市上京区烏丸通一条下ル KBS京都放送会館内																		(株)電通 京都支社

		（株）JR西日本コミュニケーションズ京都支店		600-8216 京都市下京区塩小路通烏丸西入 新京都センタービル8階																		(株)日広アド

		（株）実業広告社		600-8134 京都市下京区正面通高瀬東入 山王町343																		(株)日商社

		（株）新広社京都支社		607-8346 京都市山科区西野山階町31-1																		(株)博報堂関西支社京都営業所

		（株）新通京都支社		604-0873 京都市中京区車屋町通夷川北入 京都新聞社第一別館																		(株)読売連合広告社京都支社

		（株）総合企画センター		604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル 橋弁慶町223 光洋ビル5階																		賛助会員社

		（株）大広関西京都支社		600-8007 京都市下京区四条通高倉西入 京都恒和ビル7階																		(株)エフエム京都

		大毎広告（株）京都支社		604-0924 京都市中京区河原町通二条下ル ヤサカ河原町ビル4階																		(株)京都新聞COM

		（株）タナックス		600-0924 京都市下京区五条通烏丸東入 松屋町438																		(株)京都放送

		（株）ティ・アンド・ケイ		604-0864 京都市中京区両替町通夷川上ル 松竹町136-2

		（株）電通京都支社		600-8009 京都市下京区四条通室町東入 アーバンネット四条烏丸ビル5階

		（株）日広アド		604-0851 京都市中京区烏丸通夷川東入 藤和シティコープ503

		（株）日商社		604-8187 京都市中京区烏丸御池東 第一生命ビル7階

		（株）日本経済社京都支社		604-0874 京都市中京区烏丸通竹屋町角 日経京都会館4階

		（株）日本広報企画		604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル 烏丸小泉ビル

		（株）博報堂関西支社京都営業所		604-8171 京都市中京区烏丸通御池下ル 太陽生命御池ビル3階

		（株）ビードリーム		604-0072 京都市中京区油小路竹屋町下ル

		（株）放送出版プランニングセンター京都営業所		604-8112 京都市中京区柳馬場通三条下ル 六角アーバンリズ503号

		（株）読売連合広告社京都支社		604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル 読売京都ビル4階

		（株）読宣京都支社		614-8172 八幡市上津屋林61

		（株）ライダース・パブリシティ関西支店		530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2600 大阪駅前第3ビル26階

		（株）リーフ・パブリケーションズ		604-8172 京都市中京区烏丸通姉小路下ル メディナ烏丸御池4階

		（株）理広		612-8251 京都市伏見区横大路菅本2-58 五健堂ビル5階

		屋外広告部門

		（株）エクセル		606-8351 京都市左京区岡崎徳成町10-5

		カミデ工芸（株）		606-8364 京都市左京区新柳馬場仁王門下ル

		京都駅前振興（株）		600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル 京都タワー3階

		（株）駸々堂廣告部		602-8155 京都市上京区智恵光院通丸太町下ル

		（株）おもちゃあ		610-1143 京都市西京区大原野東境谷町2-5-7

		（株）ソーシャルメディアマーケティング研究所		604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入 橋弁慶町224 SOHO烏丸103

		（株）ソシアス		601-8005 京都市南区東九条西岩本町34-9

		吉忠マネキン（株）		604-8691 京都市中京区御池高倉西

		（株）洛東工芸		604-0913 京都市中京区新椹木町二条上ル

		一般社団法人　関西広告審査協会		550-0004 大阪市西区靭本町1-6-6 華東ビル

		京都広告業協会		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川東入ル 京都新聞本社ビル南館6階

		学校法人　京都産業大学		603-8555 京都市北区上賀茂本山

		京都市交通広告協同組合		600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル 扇酒屋町289　デ・リードビル3階

		京都商工会議所		604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		朝日放送（株）		553-8503 大阪市福島区福島1-1-30

		（株）エフエム京都		600-8566 京都市下京区烏丸通四条下ル COCON烏丸8階

		（株）エフエム滋賀		520-0818 大津市西ノ庄19-10 リンクスビル内

		関西テレビ放送（株）		530-8408 大阪市北区扇町2-1-7

		（株）京都新聞ホールディングス		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		（株）京都新聞ＣＯＭ		604-8577 京都市中京区烏丸通夷川上ル

		（株）京都放送		602-8588 京都市上京区烏丸上長者町

		（株）京都リビングエフエム		612-8087 京都市伏見区京町大黒町115-3

		（株）京都リビング新聞社		604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入 京都リビング新聞社ビル

		聖教新聞社京都支局		604-0074 京都市中京区東堀川通竹屋町下ル八町目532 創価学会京都国際文化会館

		（株）テレビ朝日関西支社		530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー20階

		テレビ大阪（株）		540-8519 大阪市中央区大手前1-2-18

		（株）日本経済新聞社京都支社		604-0874 京都市中京区烏丸通竹屋町角

		日本テレビ放送網（株）関西支社		530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル14階

		びわ湖放送（株）		520-0826 大津市鶴の里16-1

		（株）毎日放送		530-8304 大阪市北区茶屋町17-1

		読売テレビ放送（株）		540-8510 大阪市中央区城見2-2-33

		洛西ケーブルビジョン（株）		610-1143 京都市西京区大原野東境谷町2-5-7

		（株）新聞折込広告		078-974-2421		651-2113??兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１０８６－１		http://www.s-orikomi.com/

		（有）エムリンク		078-366-3716		650-0012??兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目２－１９－５０１		http://www.m-linknet.co.jp

		（株）サンビクリエーション		079-284-0056		670-0952??兵庫県姫路市南条２丁目４６		http://www.sanbi-net.com/

		六甲音波（株）		078-882-0212		657-0852??兵庫県神戸市灘区大石南町１丁目５－１		http://www.rokkoonpa.co.jp

		（有）看広		0795-82-3939		669-3461??兵庫県丹波市氷上町市辺２０６－４		http://www.kankou-ad.jp

		サテンドール神戸		078-242-0100		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２６－１		http://www.satindollkobe.jp

		（株）ヨシダ看板		078-411-0881		658-0025??兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１４－１７		http://www.geocities.jp/yoshidakanban/

		アークサービス		078-784-4211		655-0043??兵庫県神戸市垂水区南多聞台８丁目８－５４５

		（有）アートライフ		078-367-7301		650-0027??兵庫県神戸市中央区中町通２丁目２－１２

		（株）アートリンクス		078-360-0707		650-0016??兵庫県神戸市中央区橘通２丁目１－１１

		ａｉａｉコミニティ		06-6489-5123		660-0823??兵庫県尼崎市大物町２丁目１－１－１３

		相生かわら版制作室		0791-24-1550		678-0024??兵庫県相生市双葉２丁目８－１０

		ＩＴネット		0797-74-8892		665-0024??兵庫県宝塚市逆瀬台１丁目１１－４－１０１０

		（有）アイドゥ		078-230-4333		650-0001??兵庫県神戸市中央区加納町２丁目８－１６

		明石広告		078-938-0850		674-0051??兵庫県明石市大久保町大窪３０５

		アクセル（有）加古川営業所		079-456-7355		675-0016??兵庫県加古川市野口町長砂６５０－２		http://www.aqsell.co.jp

		アクセル（有）本社		078-938-1323		674-0051??兵庫県明石市大久保町大窪３０２－２

		アクメディア・プランニング		079-225-5888		670-0825??兵庫県姫路市市川橋通２丁目４９

		（株）アサコーアド		0798-67-4646		663-8201??兵庫県西宮市田代町１０－６－３０４

		（株）朝広関西神戸支店		078-321-2424		650-0035??兵庫県神戸市中央区浪花町５９

		（株）アシダコーポレーション		0795-87-0306		669-3801??兵庫県丹波市青垣町東芦田４９４

		芦屋人		0797-63-5300		659-0032??兵庫県芦屋市浜風町２４－９		http://www.ashiya-people.com/

		（株）アトム企画		078-965-3198		651-2313??兵庫県神戸市西区神出町田井２８８－１

		アドクリエイト		078-907-3717		651-1421??兵庫県西宮市山口町上山口２丁目２－７－１０３

		（株）アドゲイン		078-334-0868		650-0033??兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１－６１０

		（株）アド広研		079-292-0921		670-0976??兵庫県姫路市中地３６３－１

		アド・ダイツー		078-842-0579		658-0058??兵庫県神戸市東灘区御影町西平野一の坪１１－１

		（株）アド・ナップ		079-431-8564		676-0808??兵庫県高砂市神爪１丁目１６－６－２Ｆ－１

		（株）アド・ファイブ		078-974-9123		651-2112??兵庫県神戸市西区大津和１丁目２－４

		あどプレス		072-775-6213		664-0855??兵庫県伊丹市御願塚４丁目４－１２

		アド・レタス		078-949-3008		674-0074??兵庫県明石市魚住町清水２１８５－４

		アドワールド		078-230-1391		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通３丁目１－２１－４１４

		アニマルエスコートサービス		0790-24-3271		679-2214??兵庫県神崎郡福崎町福崎新２３－１		http://www.a-es.jp

		（株）歩通信社		078-382-2341		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通４丁目１－１－３０１

		Ｅデザイン		079-497-0414		675-1122??兵庫県加古郡稲美町中村９０２－６

		市松企画		0795-76-0492		669-3157??兵庫県丹波市山南町和田７７

		イネックスアシストカンパニー（株）／受付専用		0120-388164		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目６－１０－２０２		http://www.iac-wmn.co.jp

		（有）インターナショナルカンパニー		078-242-8807		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（株）インテリジェンスメディア営業本部関西統括部神戸ＳＣ		078-326-7471		650-0033??兵庫県神戸市中央区江戸町９５

		（株）ウーマンライフ新聞社神戸支局		078-341-8510		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目３－１６－８０２

		ウインズ		079-559-0670		669-1544??兵庫県三田市武庫が丘３丁目４		http://www.winds-h.com

		（株）ウメ・ヤデザイン		0797-25-1740		659-0093??兵庫県芦屋市船戸町５－２６

		（株）ＳＲＣリクルーティング事業部		078-393-3033		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目７－４

		（株）ＳＲＣ		078-919-2500		673-0892??兵庫県明石市本町２丁目２－２０

		ＭＩＵ（株）		078-671-0672		652-0894??兵庫県神戸市兵庫区入江通１丁目１－２８		http://www.m-i-u.co.jp

		（有）エム・アンド・ウィル		078-334-0972		650-0023??兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目６－２０

		（株）エム・シイ・ネット		079-238-0300		672-8093??兵庫県姫路市飾磨区矢倉町１丁目１４

		（株）おおかわ		078-751-2807		655-0892??兵庫県神戸市垂水区平磯１丁目１－５２

		大橋広告社		072-777-8070		664-0888??兵庫県伊丹市昆陽南１丁目１０－２－２－２０６

		（株）オフィシャルサポート		078-230-3640		651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目２－１１－７０５

		（有）おふぃす・あいしーきゅー		0797-86-8509		669-1103??兵庫県西宮市生瀬東町２６－４

		（有）オフィスカトウ		0797-86-5129		665-0835??兵庫県宝塚市旭町２丁目２０－２

		（有）オフィスナカガワ		06-6433-0232		661-0033??兵庫県尼崎市南武庫之荘１丁目２２－２１

		オフジデザインルーム		0790-22-4091		679-2204??兵庫県神崎郡福崎町西田原２７５

		オリオンコーポレーション		079-569-9119		669-1535??兵庫県三田市南が丘１丁目１３－１４

		学生特化企業（株）ジグザグキャンパス学生マーケティング事業部		078-231-5522		651-0094??兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目２－２

		（株）企広		079-267-0535		671-2224??兵庫県姫路市青山西２丁目２３－１

		（有）キトラ		0798-72-6345		662-0063??兵庫県西宮市相生町１２－８－２０１

		（株）キューズ伊丹オフィス		072-785-7580		664-0899??兵庫県伊丹市大鹿２丁目７

		（有）近代企画社		078-995-0650		651-2226??兵庫県神戸市西区桜が丘中町２丁目１－７

		（株）近代社		078-242-5082		651-0056??兵庫県神戸市中央区熊内町８丁目４－１２

		クワン（ｋｗａｎ）		079-272-0004		671-1133??兵庫県姫路市大津区吉美７７２

		グープランニングオフィス		0790-48-2183		675-2213??兵庫県加西市西笠原町７６６		http://www.hari-hari.com

		グランマックス		078-412-6130		658-0013??兵庫県神戸市東灘区深江北町３丁目２－１８－１０３

		グルメリア神戸		078-271-9223		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通４丁目２－９－２０３		http://kobe.gourmeria.com

		（株）グローバルクリエーションズ		078-452-0821		658-0072??兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目９－２９－１０１

		（株）グローバルトゥエンティワン／お客様サービスセンター		078-222-7175		651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２－８

		（株）グローバルトゥエンティワン／関西営業本部				651-0084??兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２－８

		（株）ＫＲＧ		078-272-6666		651-0093??兵庫県神戸市中央区二宮町１丁目４－８

		ケーオーアップ（株）西宮営業所		0798-63-0471		663-8107??兵庫県西宮市瓦林町５－２６

		（株）ケーオーツー		078-857-8855		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９－６Ｆ－Ｗ０２

		（株）ケー・キャップス		079-299-5318		670-0073??兵庫県姫路市御立中５丁目４－８

		圭秀舎		079-243-2011		672-8048??兵庫県姫路市飾磨区三宅３丁目２７

		（株）ケイジーサウンドプロダクション		078-975-8855		651-2108??兵庫県神戸市西区伊川谷町前開１２７９

		（株）ケイ・ジェネラルプランニング		078-221-7550		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１－３２－３０４

		Ｋ’ｓプランセル広告事務所		078-232-5286		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３－１６

		（有）京阪神宣伝社		0798-67-7247		663-8201??兵庫県西宮市田代町１０－７－１０６

		（有）ケイパワーズ		0797-38-7825		659-0032??兵庫県芦屋市浜風町６－５－２

		（株）ケンエンタープライズ広告事業部		078-230-6877		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１５－８０８		http://www.pic-art-iteams.com

		（株）ケンプランニング		0798-52-3018		662-0824??兵庫県西宮市門戸東町１－２６

		宏栄企画		0791-54-0617		678-1202??兵庫県赤穂郡上郡町野桑３３７

		（株）広告のハミルトン		078-511-1905		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町４丁目８－１

		（株）広文社		079-284-2331		670-0014??兵庫県姫路市堺町３

		神戸アート広芸社		078-451-1479		658-0016??兵庫県神戸市東灘区本山中町３丁目６－５

		（株）神戸新通		078-360-1410		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４－４

		（株）神戸新聞広告社		078-251-8461		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目１－１５

		（株）神戸新聞事業社／営業１部		078-362-7341		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業３部		078-362-7343		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業２部		078-362-7342		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／営業４部		078-362-7344		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／ＳＰ部		078-362-7356		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／企画開発部		078-362-7348		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／財務部		078-362-7354		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／総務部		078-362-7353		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社／媒体部		078-362-7351		650-0044??兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５－７		http://www.kobe-j.co.jp

		（株）神戸新聞事業社但馬支社		0796-22-3645		668-0024??兵庫県豊岡市寿町７－２３

		（株）神戸新聞事業社東播支社		079-423-0434		675-0031??兵庫県加古川市加古川町北在家２３１１

		（株）神戸新聞事業社姫路支社		079-285-2701		670-0964??兵庫県姫路市豊沢町７８

		（株）神戸新聞事業社北播支社		0795-42-3320		673-1431??兵庫県加東市社１３８６－１

		（株）神戸新聞事業社三木支社		0794-87-0553		673-0515??兵庫県三木市志染町三津田１７０８

		（株）神戸通信広告社		078-371-0774		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通６丁目３－１７

		（株）神戸デジタルモンキー		0798-33-3888		662-0918??兵庫県西宮市六湛寺町９－３３

		（株）神戸プラン		078-361-1640		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通５丁目３－１０－２０１

		神戸ポスティングサービス		078-577-8079		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目８－２

		（株）向洋広告		078-857-6400		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中５丁目１－５２４－１０１０

		（株）コム・ジャパン		078-854-1187		658-0051??兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－２

		コンドル・エージェンシー		078-261-2658		651-0094??兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６－８

		（有）咲く楽プロモーション		0797-81-5656		669-1102??兵庫県西宮市生瀬町２丁目２４－３

		（有）三光		078-854-5311		657-0011??兵庫県神戸市灘区鶴甲４丁目２－１１－２０５

		（有）三晶企画		0797-32-7113		659-0024??兵庫県芦屋市南宮町１－１３－６０７

		（株）サンプロジェ兵庫支社		079-446-7011		676-0827??兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀１０４７

		三陽広告社		06-6412-0630		660-0077??兵庫県尼崎市大庄西町３丁目９－１２

		山陽プラスチック（株）		079-423-0111		675-0031??兵庫県加古川市加古川町北在家２３６０

		（株）サンライフ		079-288-5177		670-0804??兵庫県姫路市保城２３３－６

		（有）シー・エス・シー		0798-36-1114		662-0917??兵庫県西宮市与古道町２－３５

		（株）商報兵庫営業所		078-577-8110		652-0803??兵庫県神戸市兵庫区大開通７丁目１－１４－１０３

		（株）シンエンタープライズ		078-382-1120		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１２－２６

		神姫クリエイト（株）		079-289-1320		670-0947??兵庫県姫路市北条５０７

		（有）神広クリエート		0794-85-0357		673-0551??兵庫県三木市志染町西自由が丘２丁目２８５

		（有）神交社		078-341-0758		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通４丁目１－３

		（株）新広社		079-224-1838		670-0944??兵庫県姫路市阿保砂原３７８－１		http://www.shinkosha.net

		新通神戸支社		078-360-1410		650-0015??兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４－４

		神鉄観光（株）／事業部		078-521-0321		652-0032??兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目２０－２

		（株）Ｊ・ＡＳＡＫＯ		078-261-1211		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２－５

		（有）時代		078-362-1450		650-0042??兵庫県神戸市中央区波止場町６－５

		（株）ジャパンクリエイト		0798-67-3788		663-8023??兵庫県西宮市大森町３－７

		（有）ジョイプラン		078-882-5067		657-0837??兵庫県神戸市灘区原田通１丁目１－３－３０３

		情報誌シフォン		079-553-1488		669-1535??兵庫県三田市南が丘１丁目１３－１６		http://art.chiffon.ch/

		スキャンレップコーポレーション		078-392-3580		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３－３

		スタジオライズ		072-759-7299		666-0023??兵庫県川西市東久代２丁目７－１２

		（株）ストロベリーズカンパニーリミテッド		078-321-3232		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１２－６

		（株）セイコー社		078-371-6363		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７－７

		青広社		078-927-0394		673-0008??兵庫県明石市沢野２丁目７－６

		セブンアーツ		078-579-6307		652-0047??兵庫県神戸市兵庫区下沢通８丁目４－２８

		（有）Ｚｅｎ本社		078-822-6000		658-0053??兵庫県神戸市東灘区住吉宮７－２－３６

		創英社		079-293-3377		670-0073??兵庫県姫路市御立中８丁目２－２１

		綜合企画		0796-22-7500		668-0062??兵庫県豊岡市佐野４３－２

		タカラ企画（株）		078-592-2455		651-1113??兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４－３６

		（株）大広関西神戸オフィス		078-393-3536		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１－２

		（株）大広関西姫路支局		079-224-8554		670-0961??兵庫県姫路市南畝町２丁目５３

		（有）大道屋		078-366-0739		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通７丁目１－２－８０１

		ダスキンレントオール／伊丹ステーション		072-780-5110		664-0006??兵庫県伊丹市鴻池６丁目１５－２６		http://www.kasite.net

		ダスキンレントオール新神戸ステーション		078-221-5444		651-0066??兵庫県神戸市中央区国香通２丁目２－２		http://www.kasite.net/

		（有）ダンディライアン		0798-70-0048		662-0076??兵庫県西宮市松生町１８－２４－１０１

		（株）中央通信社		0797-23-0780		659-0064??兵庫県芦屋市精道町３－２０

		（株）朝栄社メールセンター関西		06-4962-6869		661-0033??兵庫県尼崎市南武庫之荘１２丁目１４－３５

		鉄人マーケット		078-882-0091		657-0836??兵庫県神戸市灘区城内通４丁目８－１

		テルプランニング		072-781-5667		664-0856??兵庫県伊丹市梅ノ木６丁目４－３４

		（株）ＴＥＮ‐Ｓ		078-262-6341		651-0056??兵庫県神戸市中央区熊内町４丁目１３－２

		（有）デジテック		079-236-2831		671-1143??兵庫県姫路市大津区天満２８９－１		http://digitec.jp

		電広社		079-293-4343		670-0096??兵庫県姫路市西新在家３丁目１－７

		東亜広告（株）本社		078-241-0005		651-0068??兵庫県神戸市中央区旗塚通３丁目３－２２－４０５		http://koukoku-toa.jp

		（有）東芸		079-233-5227		672-8043??兵庫県姫路市飾磨区上野田２丁目５

		（有）トビオ		079-299-5025		670-0074??兵庫県姫路市御立西５丁目１６－３

		（株）ドリームアンドモア		078-327-2155		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３－３

		（株）内藤一水社神戸支店		078-362-1741		650-0027??兵庫県神戸市中央区中町通２丁目３－２		http://www.naito-osaka.jp/

		奈加馬（株）		0798-26-3491		662-0914??兵庫県西宮市本町７－２４

		長田広告（株）兵庫営業所		079-424-0841		675-0067??兵庫県加古川市加古川町河原１２３－１

		（株）ナビング		078-843-5901		658-0047??兵庫県神戸市東灘区御影３丁目２－１１－６５

		日研企画（株）		078-781-0157		655-0052??兵庫県神戸市垂水区舞多聞東３丁目５－３

		（株）日本写真ニュース		079-296-3781		670-0061??兵庫県姫路市西今宿３丁目１９

		日本ビジネス（株）		079-285-0083		670-0903??兵庫県姫路市立町８２

		（株）ニュースダスト		078-857-0677		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中１丁目１４－２０９

		（株）ぬうびじょん		079-224-5700		672-8048??兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１３８

		ネットワーク・プランニング		079-261-4312		679-4211??兵庫県姫路市林田町六九谷４５５

		（有）濱崎プランニングオフィス		078-272-1223		651-0086??兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１－３２－５０９

		（株）浜田広告社		078-391-3126		650-0021??兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目３－９

		ハリマ（株）		079-272-0581		671-1227??兵庫県姫路市網干区和久４４１－６		http://www.tomorrow.nw.jp/harima

		（有）阪神宣伝		06-6481-1140		660-0892??兵庫県尼崎市東難波町３丁目２１－２８

		ハンター企画		078-271-2961		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（有）ハンタープランニングオフィス		078-222-1321		650-0004??兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２５－１３

		（有）ぱいぷらいん		078-797-5790		655-0006??兵庫県神戸市垂水区本多聞１丁目２－１－３０５

		（株）パトナ		072-772-8195		664-0881??兵庫県伊丹市昆陽７丁目１０１－１

		（有）パルプ		0795-25-5558		679-0302??兵庫県西脇市黒田庄町黒田２５１

		パワフルコム		078-911-1112		673-0891??兵庫県明石市大明石町１丁目７－３５		http://www.ohwp.net/

		（株）飛行船		079-562-9388		669-1537??兵庫県三田市西山２丁目２６－３

		（有）ヒットコーポレーション		078-325-0321		650-0023??兵庫県神戸市中央区栄町通２丁目３－９

		姫路企画		079-225-3663		670-0017??兵庫県姫路市福中町９２

		（株）兵庫毎日広告社		079-231-2666		670-0973??兵庫県姫路市亀山１丁目１６－４

		（有）ビーカム・プランニング		0798-34-3611		663-8243??兵庫県西宮市津門大箇町４－１０

		ビーメンバートータルポスティングサービス		072-759-5830		666-0032??兵庫県川西市日高町６－２

		ビスボード西脇（有）		0795-27-1111		677-0067??兵庫県西脇市明楽寺町１１４８

		（株）ビズ		078-987-3558		651-1301??兵庫県神戸市北区藤原台北町７丁目８－３

		（株）ビッグ・ウェーブ		072-773-5711		664-0861??兵庫県伊丹市稲野町４丁目３３－２

		ピーネット		0795-24-1800		677-0054??兵庫県西脇市野村町１８１１－５５

		（有）ファニー		078-946-8070		674-0082??兵庫県明石市魚住町中尾６９８－１０

		フォーシーズン		079-294-9158		670-0072??兵庫県姫路市御立東５丁目５－３

		富士企画		079-288-0665		670-0806??兵庫県姫路市増位新町２丁目１５－１－Ｃ－４０６

		（株）藤原広告		078-732-3392		653-0045??兵庫県神戸市長田区駒ケ林南町１７－５

		ふるさと企画		0796-26-1021		668-0041??兵庫県豊岡市大磯町９－２２

		（株）プラトゥー		078-921-5594		673-0012??兵庫県明石市和坂１２－２－２０２		http://www.plateau.gr.jp

		プランニングオフィスゼロワン		079-223-1005		670-0949??兵庫県姫路市三左衛門堀東の町９０		http://www.office.net

		（有）プランニングシンプル		079-564-4575		669-1531??兵庫県三田市天神２丁目１１－１１

		（株）プリテック		079-552-0261		669-2333??兵庫県篠山市南新町６７－１		http://www.pritec.net

		（株）プロシステム営業部		079-288-9866		670-0946??兵庫県姫路市北条永良町６４

		（株）ベイエリア		078-261-2327		651-0085??兵庫県神戸市中央区八幡通４丁目２－９－２０１

		（有）ベス・カンパニー		078-413-4144		658-0081??兵庫県神戸市東灘区田中町３丁目２－１

		ベスト広告（有）		078-362-0123		650-0013??兵庫県神戸市中央区花隈町５－２１

		（株）毎日事業社		079-226-9578		670-0961??兵庫県姫路市南畝町２丁目３１

		（有）マジックボックス		079-231-5268		672-8044??兵庫県姫路市飾磨区下野田２丁目４８０－２０

		（株）マス・ブレーン		079-296-4305		670-0996??兵庫県姫路市土山５丁目６－３３－２０３

		（株）マセック		079-223-8241		670-0946??兵庫県姫路市北条永良町６４

		ＭＡＴＯＹＡ		0799-22-0663		656-0025??兵庫県洲本市本町５丁目３－８

		マトヤ楽器		0799-22-0663		656-0025??兵庫県洲本市本町５丁目３－８

		（有）ＭａｎＴｏＭａｎ		078-221-0999		651-0092??兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２－２２

		村上事務所		0798-34-7118		662-0961??兵庫県西宮市御茶家所町４－１５

		明建（株）		079-492-6011		675-1112??兵庫県加古郡稲美町六分一３４２

		（株）盟千		078-987-3211		651-1312??兵庫県神戸市北区有野町有野３４０６－１		http://www.mei-sen.com

		（株）メディア関西広告社		078-646-7071		653-0882??兵庫県神戸市長田区長田天神町２丁目２－１０

		（有）ヤシロ広告		078-382-0838		650-0011??兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７－１５

		（株）吉田地図ＰＲセンター神戸営業所		078-926-0222		651-2144??兵庫県神戸市西区小山３丁目７－１－１Ｆ－５

		（有）ヨシ乃		06-6488-3681		660-0814??兵庫県尼崎市杭瀬本町１丁目１－１

		吉本広告制作事務所		0796-29-0190		668-0051??兵庫県豊岡市九日市上町７２５－１０

		（株）読売連合広告社／姫路支社		079-289-2424		670-0000??兵庫県姫路市豊沢１３５

		（株）ライダース・パブリシティ／神戸支店		078-251-5261		651-0088??兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１－１

		ライブエッジ・エンターテイメント		078-341-0039		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通５丁目２－３－７１２		http://www.liveedge.info

		（有）リーズリングカラー		078-367-8828		650-0025??兵庫県神戸市中央区相生町４丁目４－１２－２０１

		（有）リードオフ		079-299-6035		670-0054??兵庫県姫路市南今宿３－２１－３Ｆ

		（有）リトルブレーン		079-231-5126		672-8071??兵庫県姫路市飾磨区構３丁目４３９－３		http://www.shiawase-ya.com

		ＬｕｆｆｙＣｒｅａｔｉｖｅ		078-797-8088		654-0151??兵庫県神戸市須磨区北落合６丁目１－７		http://luffy.jp

		（株）ワークショップ・アド・オフィス		078-222-6333		651-0087??兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－２０

		（株）ワークス情報サービス		079-245-8900		672-8019??兵庫県姫路市木場前七反町３９

		（株）ワールドタイムス		078-846-1350		658-0032??兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９－４Ｅ２２

		（株）ワイズ・コミュニケーションズ		078-891-7480		651-0092??兵庫県神戸市中央区生田町１丁目１－２２

		（株）ワンス		078-367-5575		650-0022??兵庫県神戸市中央区元町通６丁目５－１－２０２





スポンサードメニュー

		Sponsorship メニュー

		venue		menu		定価		枠数		共通PASS
提供 テイキョウ		サービス内容 ナイヨウ

		全体

＊3会場全体のスポンサードメニューです。 ゼンタイ カイジョウ ゼンタイ		DIAMOND		¥3,000,000		1		20		45mins Presentation 2枠（京都・神戸） ワク キョウト コウベ

				PLATINUM		¥2,000,000		2		10		45mins Presentation 2枠（京都・神戸） ワク キョウト コウベ

				GOLD		¥1,500,000		4		6		45mins Presentation １枠（京都または神戸） ワク キョウト コウベ

				SILVER		¥1,000,000		10		4		25mins Presentation １枠（京都または神戸） ワク キョウト コウベ

				PASS SPONCER		¥300,000		3		10		PASSのみのスポンサードメニュー

		京都、神戸 キョウト コウベ		Party(Kyoto)		¥1,200,000		1		10		25mins Presentation １枠

				Party(Kobe)		¥800,000		1		10		25mins Presentation １枠

				45mins Presentation		¥800,000		4		2

				25mins Presentation		¥500,000		4		2

		大阪 オオサカ		Premium Presentation(35mins)		¥1,500,000		2		3

				30mins Presentation		¥1,200,000		4		2

				10mins Presentation		¥400,000		2		2

				Round Table Discussion		¥1,500,000		1		3

				Lunch Presentation(10mins)		¥300,000		1		2

				Party		¥1,200,000		1		5





展示ブースメニュー

		Exhibitionメニュー　　　　　　　　　　　　＊大阪会場では展示会場はございません

		venue		menu		定価		サイズ

		京都 キョウト		プレミアムブース		¥1,500,000		36㎡（6m×6m）

				ラージブース		¥800,000		18㎡（6m×3m）

				ミディアムブース		¥500,000		9㎡（3m×3m）

				スモールブース		¥250,000		4㎡（2m×2m）

				スタンディングブース		¥50,000		1㎡（1m×1m）

				ブランド体験ゾーン タイケン		応相談 オウソウダン		1㎡～36㎡

		神戸		プレミアムブース		¥1,000,000		36㎡（6m×6m）

				ラージブース		¥500,000		18㎡（6m×3m）

				ミディアムブース		¥300,000		9㎡（3m×3m）

				スモールブース		¥200,000		4㎡（2m×2m）

				スタンディングブース		¥50,000		1㎡（1m×1m）





大阪時間割

		ad:tech osaka Schedule



		DAY1				＊敬称略

		10:00		Opening Remarks

		10:05		Opening Keynote

		10:50		Premium Sponsor Presentation①

		11:25		Premium Sponsor Presentation②

		12:00		Networking Break

		12:30:00~12:40:00		Lunch Presentation

		12:50		Keynote　Session

		13:40		30mins Sponsor Presentation

		14:10		Networking Break		席替え セキガ

		14:20		30mins Sponsor Presentation

		14:50		10mins Elevator Pitch×2

		15:10		Round Table Discussion

		16:00		Networking Break

		16:05		Panel Discussion

		16:55		Close remarks

		17:00		FREE TIME!!

		18:45		GALA

		20:15		CLOSE







ad:tech kyoto/osaka/kobe



ad:tech kyoto/osaka/kobe
■Contact

コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
〒106-0032
東京都港区六本木6-15-1けやき坂テラス 6F
ad:tech kansai事務局
Phone: (+81) 03-5414-5430
Email: adtech@comexposium-jp.com
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