2020 年 11 月 13 日
各 位
一般社団法人 日本教育情報化振興会

2020 年度 教育の情報化推進フォーラム
「企業展示・広告掲載募集」のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当会の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当会では 2020 年度 教育の情報化推進フォーラムを下記のとおり開催いたします。
つきましては、企業展示・広告掲載を希望される企業・団体様は、別紙 1～2 をご確認いた
だき、
【2020 年 12 月 14 日(月)まで】にお申込みくださいますようご案内申し上げます。
敬
記

【イベント概要】
■ 統一テーマ ：「GIGAスクールで拓く学びの未来」
■ 主

催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）

■ 後

援：文部科学省、総務省、経済産業省ほか（予定）

■ 日

程：2021年3月5日（金）～3月6日（土）

■ 場

所：国立オリンピック記念青少年総合センター

国際交流棟

東京都渋谷区代々木神園町3－1（小田急線：参宮橋駅 徒歩約7分）
（https://nyc.niye.go.jp/category/access/）
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【プログラム】※内容は、変更になることがございます。ご了承ください。
３月５日（金）【基調講演】「教育の情報化の現状及び今後の展望について」

丸山 洋司 氏（文部科学省 文部科学審議官）
【特別講演】「脳科学と AI で探る脳の変容の未来」
川人 光男 氏（株式会社国際電気通信基礎技術研究所 所長）
【その他】
○開会式

○ＩＣＴ夢コンテスト表彰式・事例発表

○セミナー／ワークショップ

○委員会・部会・プロジェクト活動報告

○最新教育ＩＣＴ展示

〇オンラインセミナー／Web セミナー

※情報交流会は、ありません。
3 月 6 日（土）
【総括パネルディスカッション】
「これからの学びに必要な資質、能力、評価」について（案）
コーディネーター：山西 潤一（一般社団法人日本教育情報化振興会 会長）
パネリスト
中川哲氏（文部科学省未来の学びコンソーシアムプロジェクト推進本部本部長代理）
福本徹氏（国立教育政策研究所総括研究官）
佐藤昌宏氏（デジタルハリウッド大学大学院教授）
他1名
【その他】
○セミナー／ワークショップ

○ＩＣＴ夢コンテスト事例発表

○委員会・部会・プロジェクト活動報告

○最新教育ＩＣＴ展示

〇オンラインセミナー／Web セミナー
【企業展示コーナー】
国際交流棟のロビー、レセプションホール等に展示ブースを設置いたします。
新型コロナウイルス感染症対策のため、展示ブース数は、例年より少なくいたします。
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【ご参考】企業展示コーナーゾーニング（国際交流棟 1F）

展示小間 Ａ・Ｂタイプ
展示小間

2

Ｃタイプ

2020 年度 教育の情報化推進フォーラム
《別紙１》

「企業展示」募集要項
1．統一テーマ：GIGAスクールで拓く学びの未来
2．開催日程：2021年3月5日（金）～ 3月6日（土）
3．会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

国際交流棟

東京国渋谷区代々木神園町3－1（小田急線：参宮橋駅 徒歩約7分）
（https://nyc.niye.go.jp/category/access/）
4．予想来場者：教育委員会指導主事、学校教員、教育関係者 延べ 700 名
5．展示小間仕様・料金
◎ 下記 3 タイプからひとつ選択してください。
（価格は税込み）
料

Ａタイプ
(1800mm 幅)

Ｂタイプ
(2700mm 幅)

Ｃタイプ
(3600mm 幅)

金

会員様

非会員

12 万円

20 万円

18 万円

25 万円

24 万円

30 万円

AC 電源

2 個口コンセント×2
（1.0kw 以下）

2 個口コンセント×4
（2.0kw 以下）

スポット

募集予定

ライト

小間数

1個

15

2個

6

3個

1

※机は奥行き 900mm と 600mm から選択できます。高さは全タイプ共通 700mm です。
※A タイプを、連続で複数希望する場合は、Ａ×２小間をお選びください。
※B タイプは、ブース幅が 2700 ㎜ですが、机幅は 1800 ㎜になります。
※B,C タイプは数が限られますので、先着順とさせていただきます。予めご了承ください。
※会場内に無線 LAN 環境をご用意します。（回線接続料は無料）
6．お申込み方法・期限【2020 年 12 月 14 日(月)まで】
下記 URL から出展申込書をダウンロードして必要事項を入力し、
メール（seika-tenji@japet.or.jp）添付にてお送りください。
https://www.japet.or.jp/event/forumedu2020/kigyou/
7．問合せ先
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル
一般社団法人 日本教育情報化振興会

担当 : 真下（ましも）和之、井上 東

TEL：03-5575-5365 ／ FAX:03-5575-5366 ／ mail:seika-tenji@japet.or.jp

以上
3

2020 年度 教育の情報化推進フォーラム

《別紙２》

「広告掲載」募集要項
1．掲載紙について
掲載申し込みいただいた各企業・団体様の広告は、会場で来場者全員に配布する、プログ
ラムや会場図等を記載したパンフレット（16～20 ページ程度想定）」に掲載させていただき
ます。
なお、ＩＣＴ夢コンテストの受賞事例につきましては、ＩＣＴ活用実践事例集として別途
冊子化し、フォーラム受付にて有料で販売する予定です。

2．広告掲載料金（税込み）

表４（裏表紙）

Ａ4 カラー

20 万円

表３（裏表紙の裏） Ａ4 カラー

15 万円

中面

Ａ4 カラー

8 万円

中面

Ａ5 カラー（1／2 ページ）

5 万円

※ 当フォーラムの展示出展にお申込みいただいた企業・団体様に限ります。
※「表 4、表 3」は、お申込み先着順（各 1 社）となります。
※「中面」は、計５＋１／２ページまで先着順で受け付けます。
※ 印刷原稿等の詳細事項につきましては、お申込み受付後に別途ご案内いたします。

3．お申込み方法・期限【2020 年 12 月 14 日(月)まで】
下記 URL から出展申込書をダウンロードして必要事項を入力し、
メール（seika-tenji@japet.or.jp）添付にてお送りください。
https://www.japet.or.jp/event/forumedu2020/kigyou/

4．問合せ先
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル
一般社団法人 日本教育情報化振興会
TEL：03-5575-5365 ／

担当 : 真下（ましも）和之、井上 東

FAX:03-5575-5366 ／ mail:seika-tenji@japet.or.jp

以上
4

