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https://nkbp.jp/sdinv 主催 ： 日経BP社

”デジタル革命”の最前線を体感できる、
  北海道最大級の専門展

出展のご案内

■Cloud Days 札幌 2019
■Security 札幌 2019
■ブロックチェーン WORLD 札幌 2019
■ IoT Solution 札幌 2019
■働き方改革 札幌 2019
■ビジネスAI 札幌 2019
■インバウンド/観光ソリューション 札幌 2019
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■ビジネスAI 札幌 2019
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2019年7月18日（木）・19日（金）
札幌コンベンションセンター会 場

会 期



2019年は7月に札幌で開催！
本イベントがCloud Daysとしてスタートしてから8年。2019年は「デジタルイノベーション」として大
幅にリニューアルして札幌で開催します。CloudやSecurity、IoTやAI、働き方改革などテクノロジー
を中心としたテーマ展をパワーアップする一方、様々な産業の構造やビジネスモデルが劇的に変
わりつつありる現状をふまえ、「インバウンド/観光」の業界に特化したテーマ展をラインアップに追
加します。今、企業を取り巻く環境は大きく変化し、企業やビジネスリーダーには、デジタル技術の
活用で環境変化に即応し、激化する競争を勝ち抜くことが求められています。本イベントはデジタ
ルイノベーションの最前線を伝えるとともに、出展企業とビジネスリーダーの商談・交流を促進する
イベントです。関係する多くの企業、団体の皆様の出展をお待ちしております。

・クラウド導入／構築/運用サービス
・クラウド向けアプリケーションサービス（SaaS）
・クラウド基盤サービス（PaaS、IaaSなど）
・クラウドAIサービス
・サーバ、ストレージ、ネットワーク機器など
・仮想化ソフトウエア、仮想化環境構築サービス
・運用管理、データセンターなど

・ディープラーニング
・機械学習
・ニューラルネットワーク
・自然言語処理
・画像認識
・音声・音響認識
・ビッグデータ関連
・ロボット関連
・マーケティング関連
・コンテンツ制作関連
・AI応用ハードウェア／システム
・AI応用アプリケーション／サービス
・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
・RDA(ロボティック・デスクトップ・オートメーション)
その他、各種バックオフィス・業務自動化関連ソリューション

・loTシステム／プラットフォーム
・ loTアプリケーション／サービス
・ loT関連ソリューション
小売／販売／物流、車載／運輸、医療／ヘルスケア、防災／セキ
ュリティ、空調管理／エレベータ／エスカレータ、建築／土木など
・ loT/M2Mセンサーネットワーク技術
産業用RFID、IO-Link、CC-Link IE
・無線通信技術、無線モジュール
無線LAN、Bluetooth、ZigBee、LTE、5G、WiMAX、LPWA、
Wireless HART、ISA100など
・ビッグデータ／Al関連
データ管理・分析・活用・生成・蓄積・統合・保護・保管・破棄など
・セキュリティ関連製品
防犯システム、監視カメラ、IPカメラ、画像認識、Safety2.0
・制御・計測システム関連製品
組み込みシステム／リアルタイムOS
・スマートファクトリー関連製品
予知保全、プロセス制御、ビジョニング、ロボティクス
・スマートオフィス／ホーム関連製品
スマートメーター（電気、ガス、水道）、スマート家電、デジタルサイネージ
・ウエアラブル関連製品
・コネクテッド・プロダクト、コネクテッド・インダストリー
・各種コンサルテイング、導入支緩サービス

・在宅勤務／テレワーク関連ソリューション
・モバイルワーク関連ソリューション
・ペーパーレス関連（デジタル複合機、ペーパーレス会議シス
テム など）
・会議システム関連関連ソリューション
・コミュニケーション関連（電子メール、グループウエア、ビジネ
スチャットツール、スケジュール管理ツール など）
・業務サポート関連（意思決定支援、営業支援、名刺管理、経費
／出張精算、電子承認／決済 など）
・フリーアドレスオフィス関連ソリューション

・脅威対策ソリューション
ウイルス（マルウエア）対策、スパムメール対策、DDoS攻撃対
策、フィルタリング、脆弱性対策、ファイアウォール、VPN装置、
UTM（統合脅威管理）製品、データベースセキュリティ、ネット
ワーク分離、EDR、脅威インテリジェンスサービス 　など
・情報漏洩対策ソリューション
暗号化ツール、ログ管理、ドキュメント管理、フォレンジック、シン
クライアント、メールアーカイブ、DLP、遠隔監視サービス　など
・アクセス制御／物理セキュリティソリューション
ワンタイムパスワード、シングルサインオン、認証デバイス、
生体認証、PKI、アイデンティティ管理、ネットワークアクセス
管理、CASB、ラックシステム、入退出コントロールシステム、
画像伝送システム、監視装置・カメラ
・セキュリティマネジメント／リスクマネジメント関連
CSIRT支援サービス、セキュリティコンサルティングサービス、
セキュリティ監査サービス、セキュリティ資格関連、PCIDSS認
証取得支援サービス、GRC、危機管理、インシデント管理、
BCP/BCM、コンプライアンス、内部監査、不正検査　など
・ガバナンス関連
ITガバナンス、グローバルITガバナンス、コーポレートガバナ
ンス、システム監査、内部統制、各種評価制度

・マーケティング
デジタルマーケティング／インバウンド施策支援サービス／
無線LANを活用したマーケティングサービス・ソリューション
・サービス
海外通貨決済サービス／免税サービス・システム／防犯/防
災機器システム／各種シェアサービス／デジタルサイネー
ジを活用したソリューション／観光・地図情報提供サービス
　ほか

Cloud Days 札幌 2019

●テクノロジーカテゴリ

働き方改革 札幌 2019

インバウンド/観光ソリューション 札幌 2019

ビジネスAI 札幌 2019

Security 札幌 2019

IoT Solution 札幌 2019

・金融系ソリューション
決済／為替・送金・貯蓄等／証券取引／bitcoin取引／ソーシ
ャルバンキング
・ポイント／リワード関連ソリューション
・コミュニケーション
SNS／メッセンジャー・取引
・ストレージ（データ保管）
・認証（デジタルＩＤ など）
・シェアリング（ライドシェアリング など）
・商流管理
サプライチェーン／トラッキング管理／マーケットプレイス など
・コンテンツ
ストリーミング／ゲーム など
・将来予測　
未来予測／市場予測 など
・公共　
市政予算の可視化 など
・医療（医療情報）
・IoT

ブロックチェーン WORLD 札幌 2019

出展対象製品・サービス

●インダストリーカテゴリ

・多言語間コミュニケーション
翻訳システム・ソフト／通訳/翻訳サービス／多言語対応各
種ソリューション／サービスロボット・A I　ほか
・越境EC
ECコンサルティング／WEBサイト制作／ECモール／課金・決
済サービス／O2Oソリューション／受注・在庫管理システム
／CRMシステム／ネットワークインフラ／各種EC関連サービ
ス／物流システム/サービス　ほか



事務局の許可なく自社ブースの施工・装飾及び仕様変更はできません。6小間以上の出展の場合、事務局指定業者の施
工によりブースを仕様変更することができます。ブースの仕様変更及び備品の追加、モニタなどのAV機器のレンタル・
取り付けについては事務局までお問い合わせください。

ブースの仕様
変更について

スポンサープラン

■ 会場定員 ： 100名
■ 講演時間 ： 40分
■ 会場設備 ： プロジェクター、スクリーン、PC、マイクセット
■ 付帯サービス ： 事前申込受付、会場受付、受講者リスト提供

1小間 ―¥ 400,000　間口2m×奥行1.7m
（消費税別） （展示台：幅2m×奥行0.7m×高さ1m）

小間出展あり ： ¥ 1,000,000（消費税別）

小間出展なし ： ¥ 1,300,000（消費税別）

※PC、モニタは、レンタルまたはお持ち込みでお願いします。
説明パネルの取り付けはサポートします。

※受講者リストは展示会終了の10日後を目処にデータでご提供いたします。イベント開催前にはご提供できませんのであらかじめご了承ください。
※セミナーは枠に限りがあります。お早めにお申し込みください。※お申し込みの際にテーマをご選択ください。

※ブース追加装飾をご希望の場合は別途資料をご用意しております。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

（注）展示台の前に
　　  モノは置けません。

統一書体（角ゴシック）／W1950×H200
※ロゴ使用の場合は別途15,000円（税別）がかかります。
※プラチナ/ゴールドスポンサーはロゴの使用を含みます。

バックパネル（グレー）

W2000×D700×H1000（収納付）

A4サイズ（3段）×1ヶ

LEDスポット10W×2灯

社名表示

バックパネル

展示台

卓上カタログスタンド

照明

コンセント 2口コンセント×2ヶ（合計500Wまで）

■イメージ

ターンキーブース（1小間）の仕様

COMPANY NAME

正
面
図

平
面
図

寸法：mm

小間出展プラン

セミナー協賛料金

北海道に本社がある企業様を対象とした限定企画として会場内に「特設パビリオン」を設けます。ぜひ、ご参加ください。
別途資料をご用意しております。詳細は事務局までお問い合わせください。

北海道パビリオンのご案内

メニュー プラチナスポンサー ゴールドスポンサー シルバースポンサー

価格（消費税別） 450万円 300万円 150万円

展示ブース 6小間 4小間 2小間

セミナー 200名会場　40分 100名会場　40分 100名会場　40分

社名ロゴ掲載 公式サイト、公式ガイド、会場バナー 公式サイト、公式ガイド 公式サイト

レビュー掲載 日経 xTECH Specialレビュー
（IT、製造、建設よりカテゴリ選択）

日経 xTECH Specialレビュー
（IT、製造、建設よりカテゴリ選択）

―

レビュー掲載
４色２ページ　２誌

日経コンピュータ/日経ものづくり/日経コンストラクション
日経SYSTEMS/日経エレクトロニクス/日経アーキテクチュア

※上記６誌から２誌選択

４色１ページ　２誌
日経コンピュータ/日経ものづくり/日経コンストラクション
日経SYSTEMS/日経エレクトロニクス/日経アーキテクチュア

※上記６誌から２誌選択

―

出展のみどころ紹介
（イベント公式サイト）

有 ― ―



スポンサープラン メニュー解説
展示ブース ■プラチナ

　（6小間（3小間×2列）タイプ）
■ゴールド
　（4小間ブロックタイプ）

■ゴールド
　（4小間1列タイプ）

■シルバー
　（2小間）

各スポンサーに応じた規模の会場で、40分1枠の講演を実施いただけます。受講者リストをご提供します。
※受講者リストは展示会終了の10日後を目処にデータでご提供いたします。イベント開催前にはご提供できませんのであらかじめご了承ください。

セミナー

ITプロフェッショナルの
ための“No.1”総合情報誌
2016年 ABC部数 23,895部

システム開発の
現場力を磨く
2016年 ABC部数 16,985部

製造業の開発・設計・
生産を応援する
2016年 ABC部数 18,200部

プロフェッショナルが選ぶ
建築情報誌
2016年 ABC部数 28,958部

電子・情報・通信技術の
総合誌
2016年 ABC部数 20,800部

土木の総合情報誌
2016年 ABC部数 22,465部

レビュー
掲載先
（WEB）

イベント公式サイト上で、出展内容をご紹介する1社独占の専用ページを設けます。 ※別途資料をご用意しております。
詳細は事務局までお問い合わせください。

出展のみどころ紹介

レビュー
掲載先
（雑誌）

公式サイト、公式ガイド、展示会場内バナーで企業ロゴを掲出します。 ※プラチナ・ゴールド・シルバー各スポンサーごとに掲載先が異なります。

日経コンピュータ 日経SYSTEMS 日経ものづくり 日経エレクトロニクス 日経コンストラクション 日経アーキテクチュア

技術革新や技術による事業変革に関心のある全てのビジネスリーダーに向けた、
2018年2月に誕生した新デジタルメディア

IT、ものづくり、建築・土木など、120名を超える専門記者が総力を
あげて取材。ビジネスと技術の「境界（クロス）領域」で起こるイノ
ベーションの最前線を伝えます。

登録会員　約223万人
月間ＰＶ　約2,300万PV

社名ロゴ掲載

日経BPアクティブ・ターゲティングメールを使い、セミナー集客あるいは、展示内容のご紹介にご利用いただけます。
訴求ポイントにあわせ、最適な配信ターゲットが選択可能です。

ターゲティングメール

日経 xTECH

■プラチナ
　（6小間ブロックタイプ）

スポンサープラン割引セット料金 割引セット料金の適用は、2018年11月30日（金）までにお申し込みの場合に限ります。

デジタルイノベーション 2019は5都市で開催。セット割引をご用意しています。

2019年2月19日（火）・20日（水） ザ・プリンスパークタワー東京会 場会 期

2019年5月22日（水）・23日（木） 吹上ホール会 場会 期

2019年5月30日（木）・31日（金） グランフロント大阪会 場会 期

2019年6月18日（火）・19日（水） 福岡国際会議場会 場会 期

2019年7月18日（木）・19日（金） 札幌コンベンションセンター会 場会 期

東　京

名古屋

関　西

九　州

札　幌

ド 公

有 ―

セットプラン

５展セット ４展セット ３展セット ２展セット

東京/名古屋/
関西/九州/札幌 東京＋ほか３展 東京を除く４展 東京＋ほか２展 東京を除く３展 東京＋ほか１展 東京を除く２展

レビュー2回
（3月下旬＆8月下旬）

レビュー2回
（3月下旬＆8月下旬）

レビュー1回
（8月下旬）

レビュー2回
（3月下旬＆8月下旬）

レビュー1回
（8月下旬）

レビュー2回
（3月下旬＆8月下旬）

レビュー1回
（8月下旬）

プラチナ 1700万円 1450万円 1300万円 1200万円 1050万円 950万円 800万円

ゴールド 1250万円 1050万円 950万円 850万円 750万円 650万円 550万円

シルバー 550万円 470万円 470万円 380万円 380万円 280万円 280万円



変更パターン 料金（消費税別） ブース仕様変更例（一部）

① 3小間以上出展のうち、1小間分を変更

ディスプレイ
セット付き

¥250,000

ディスプレイ
持込の場合

¥120,000

② 3小間出展のうち、2小間分を変更

③ 4小間出展（列タイプ）のうち、2小間分を変更

④ 4小間出展（ブロックタイプ）のうち、2小間分を変更

⑤ 6小間以上出展（2列対向タイプ）のうち、
　 2小間分を変更

⑥ 6小間以上出展（ブロックタイプ）のうち、
　 2小間分を変更

ディスプレイ
セット付き

¥380,000

ディスプレイ
持込の場合

¥180,000

⑦ 6小間以上出展（ブロックタイプ）のうち、
　 4小間分を変更

ディスプレイ
セット付き

¥380,000

ディスプレイ
持込の場合

¥180,000

12時台のセッション枠を昼食付きのランチョンセッションとすることが可能
です。 ※ランチの提供は、事務局指定の業者をお使いいただきます。

※別途資料をご用意しております。公式サイトからダウンロードいただくか、
　事務局までお問い合わせください。

日経 xTECH Activeに貴社提供のホワイトペーパーを掲載1

日経 xTECH Active編集部がホワイトペーパーの紹介記事を執筆2

資料をダウンロードした読者のリードをリアルタイムで提供3

※希望時間帯が重なった場合は、先着順にて決定いたします。
※申し込み多数の場合は枠数制限など別途調整する可能性があります。

※別途資料をご用意しております。詳細は事務局までお問い合わせください。

図は4小間出展（列タイプ）
のうち、2小間分を変更したもの

図は6小間以上出展（2列対向タイプ）
のうち、2小間分を変更したもの

■ 講演時間　1枠＝20分
■ 設　　備　座席数＝20～30席（立ち見も可能）
■ 機　　材　音響設備、プロジェクター、スクリーンなど（予定）

1枠   ¥ 100,000（消費税別）

ホワイトペーパーダウンロード型オンライン
リード獲得プラン（ベーシック）利用料金
¥ 400,000（消費税別）
（件数保証：ITカテゴリ80件、製造カテゴリ40件）※出展社限定プラン

展示会場内に、オープンなセミナースペースを設置します。新製
品発表やソリューション提案、事例
紹介などのプログラムを実施するこ
ができます。自社展示ブースとの複
合的な情報発信にご活用ください。

3小間以上の出展社を対象にブースの一部をプレゼンテーションコーナーとして仕様変更することが可能です。

■ 講演時間／設備／機材 等は通常のセミナーと同じ
1枠￥1,200,000（消費税別）

オプションメニュー

講演の模様を収録し、講演データをオンデマンド動画として日経 xTECH Activeに掲載。
日経 xTECH Active編集部が動画紹介文を執筆し、Liveで見逃した読者にも情報を発信し
リード獲得につなげます。

1枠￥1,500,000（消費税別）　掲載期間：12週間（予定）
※画像はイメージです

ランチョンセミナー（ブース出展あり）

展示ブース 仕様変更 ： プレゼンテーションコーナー設置プラン

セミナーオンデマンド配信リード獲得

ソリューションステージ オンラインリード獲得プラン

※会場により仕様変更に制限があります。他のブース仕様変更例など、詳細は別資料「ブース仕様変更プラン」をご参照ください。
※ディスプレイ持込の場合は、別途設置料として￥30,000（消費税別）かかります。



役員  5.9％

その他  3.0％

契約・嘱託・派遣など  
5.2％

一般社員・職員  
24.4％

係長／主任  19.3％

会長／社長  4.4％

事業部長／
工場長クラス  3.7％

部長クラス  
3.7％

課長  24.4％

部次長クラス  
5.9％

農林／水産／鉱業  0.7％
建設業  3.7％

コンピュータ、周辺機器製造  
3.7％
通信機器製造  2.2％

その他電気・
電子機器製造  0.7％
上記以外の製造業  
7.4％
商社  1.5％
コンピュータ関連
販売  3.0％

金融／証券／保険業  
3.0％

上記以外の流通／
小売  4.4％

運輸／エネルギー  0.7％
通信事業者  5.9％

ソフトハウス（受託開発中心）  7.4％
情報処理サービス  11.9％

その他情報関連
サービス  3.7％

専門サービス
（弁護士／会計士など）
3.0％
サービス業  8.9％

教育／研究機関  3.7％
医療機関／介護施設  2.2％
政府／官公庁／団体  2.2％
その他の産業／業種  1.5％

自由業  0.7％
自営業  1.5％

コンサルティング  1.5％

システム・インテグレーター
（SI）  10.4％

ソフトハウス（パッケージ中心）  1.5％

不動産業  1.5％

その他  0.7％

ネットワーク・
インテグレーター  0.7％

経営者・役員  10.4％
情報システム部門  8.1％

システム企画
部門  0.7％
研究・開発  
3.7％

営業  7.4％
設計  2.2％

企画・マーケティング  
9.6％

総務・経理・財務  5.2％
その他  5.9％

システムエンジニア  8.9％
保守・管理  0.7％
営業  2.2％

その他  0.7％
企画・マーケティング  1.5％

経営者・役員  1.5％
システムエンジニア  9.6％

コンサルタント  0.7％
研究・開発  3.0％

営業  3.7％
保守・管理  2.2％

研究・開発  2.2％

営業  2.2％
企画・マーケティング  1.5％
その他  0.7％システムエンジニア  3.7％

企画・マーケティング  0.7％

保守・管理  0.7％

■来場者属性

お問い合わせ先

下記のURLの「Web申込サイト」より「出展規約」に同意の上お申込ください。受付完了後、事務局より受領のご連絡をさせていただきます。

本イベントの出展申込は「Web申込サイト」からのみの受付となります。

・本イベントの小間位置は「小間位置選定会」にて決定します。
・各地域・各出展エリアごとに、「小間数の多い順」にご希望の小間位置を選定いただきます。
・同地域、同出展エリア、同小間数の出展社が複数ある場合、「出展申込順」により小間位置を選定いただきます。
・選定会にご欠席の場合は、事務局にて小間位置を決定いたします。

日経BP社　ITイベント事務局
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12
TEL（03）6811-8083　FAX（050）3153-7273 SDIN19-001-10000

E-Mail : d-inov@nikkeibp.co.jp

■  小間位置選定会 2019年3月29日（金）予定
（出展社説明会）

■ 申 込締切日 2019年2月28日（木）

https://nkbp.jp/dinv

※申込締切日までは、キャンセル費用はかかりません。ただし、申込締切日の翌日より100%のキャンセル費用が発生しますので、ご注意ください。

申込方法

小間位置の
決定について

スケジュール

出展申込と注意事項

■出展・協賛社一覧
Cloud Days / ビジネスAI 札幌 2018
INDETAIL
ウイングアーク1st
NIコンサルティング
NTTドコモ
オービックビジネスコンサルタント
キッセイコムテック
グーグル・クラウド・ジャパン
クオリティア
クラウドエース
グルーヴノーツ
ケイ・シー・シー
さくらインターネット
ゾーホージャパン
ディー・オー・エス
Dell EMC
トップゲート
日経BP社
ネオジャパン
ネスレ日本

ノーステック財団
No Maps 2018
バラクーダネットワークスジャパン
ビーブレイクシステムズ
フィリップ モリス ジャパン
ミロク情報サービス
リコージャパン
IoT Japan 札幌 2018
釧路市IoT推進ラボ
札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム
猿払村IoT推進ラボ
ナテック
日建リース工業
函館市IoT推進ラボ
ユーブロックスジャパン
Security 札幌 2018
アイマトリックス
ウォッチ・ガード・テクノロジー・ジャパン
エムオーテックス
エンカレッジ・テクノロジ

カスペルスキー
Sky
セキュリティデザイン
ソニーペイメントサービス
ソニックウォール・ジャパン
宝情報
テクノル
ハンモック
BCN
ラネクシー
働き方改革 札幌 2018
SBクリエイティブ
NECソリューションイノベータ
NTTデータ北海道
おかん
Zation
東京オフィスサービス
ナレッジスイート
パシフィックネット
ブイキューブ

富士通
ロココ
北海道パビリオン
ウルトラエックス
NECソリューションイノベータ
サンクレエ
ジャパンテクニカルソウトウェア
中央システム
ビットスター

業種 役職

【参考】2018 年実績

（五十音順）

通信サービス提供者小計 11.0％

IT関連ハードやソフトの
メーカー、ベンダー小計 21.4％ SI、コンサルティング小計 14.0％

ユーザー企業
小計 53.2％

※2018年来場者アンケートより

情報システム･
ネットワークに
関する立場


