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シーグラフアジア2015
神戸にて開催！
第8回ACMシーグラフアジア：コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関するカンファレンスと展示会｢シーグ
ラフアジア｣が6年ぶりに日本に戻って来ます。年に１度開催されるこのイベントには、50を超える国と地域から7,000人以
上の業界関係者が集まる見込みです。

コンピュータグラフィックスは常に技術開発の最前線であり、人々の考え方や働き方、生活スタイルを変えることで業界に大
きなインパクトを与えてきました。今回のシーグラフアジアでは、他のアジアの主要コミュニティとの繋がりをさらに深め、強
化していくという戦略的な目的から開催都市に「神戸市」が選ばれました。シーグラフアジアは発展し続ける開催地「神戸」と
同じく、毎年、新たなコンセプトや技術を発信していきます。

シーグラフアジア2015は例年通り業界に興奮と刺激を届け、新たな活力を生み出すべく、最新かつ最強のコンピュータグラ
フィックスとインタラクティブ技術のみを紹介する予定です。アート、サイエンス、技術と研究、そしてビジネスが出会う、コン
ピュータグラフィックスとインタラクティブ技術の万華鏡のような世界に浸ってみてください。

コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術のビジネスチャンスの宝庫、神戸で開催される「シーグラフアジア
2015」にぜひご参加ください！

Kobe, Japan

出展のご案内
2015年11月3日から5日に開催される

シーグラフアジア2015の展示 会は、

ハードウェア･ソフトウェアベンダー、
プロダクション、アニメーション･ゲーム
スタジオ、そして教育・研究機関の関係

者が革新的な製品やサービスを発表す
るビジネスの場です。そしてアジアとそ

の枠を越えて世界から来 訪 するコン
ピュータグラフィックスやインタラク

ティブ技術の専門家や熱狂的なファン
へアプローチできる絶好のチャンスを
提供します。

シーグラフアジア出展参加の
メリット
アジアではグラフィックス業界が軒並み右肩上がりの

成長を続けています。コンピュータグラフィックスや

インタラクティブ技術の未来への道を拓こうとしてい
るのであれば、業界での競争力を高めるのに理想的

なプラットフォームであるシーグラフアジアは絶好の
場です。

出展対象品目
ハードウェア

ソフトウェア

サービス

デジタルシネマ

2D／3Dグラフィックス

コンサルティング

アニメーション

教育／研修

3Dラピッドプロトタイピング
デジタルビデオ用ハードウェア
ディスプレイ技術

高性能グラフィックスプロセッサ
高解像度技術

グラフィックス／プログラミングの受託

アーキテクチャ用アプリケーション

マスメディア／出版

市販ゲーム用エンジン

入力デバイス

デジタルイメージング

モニタとディスプレイ

モーションキャプチャ装置
マルチメディアツールとアプリケーション
スキャナ

グラフィックデザインシステム

グラフックアクセラレータボード

マルチメディアツール／アプリケーション
レンダリングとモデリング
シミュレーション

ビデオエフェクト装置
ビジュアルコンピューティング
他

ビジュアルエフェクト用ソフトウェア
ウェブ3D

他

来場者の主な業種
アニメータ／特殊効果担当者

愛好家

アーティスト

IT担当者

建築家

デジタル イノベーター

デジタルビデオ／フィルム制作者
販売代理店／再販業者
教育従事者／学生
エンジニア

ベンチャー投資家
ゲーム開発者

国際会議／展覧会

3Dモデリング

放送デザイン用ソフトウェア

画像処理

ワークステーション

ソフトウェア

産業デザイナー
マスメディア／出版

プロダクトデザイナー／デベロッパー兼
プログラマー
出版者

研究者／科学者

営業と事業開発関係

ウェブ開発者／Eコマース

他

ビジネス交流の場
神戸で開催されるシーグラフアジア2015は、50を超える国と地域から来訪する7,000人以上の業界関係者と直接コンタ
クトが可能なビジネスチャンスの場です。既存の関係強化はもちろん、新たなビジネスやパートナーシップを構築するために
は欠かせない基盤でもあります。

卓越したクオリティ
抜群のクオリティを誇るシーグラフアジアのカンファレンス・展示会の各プログラムには、業界を代表するリーダーが集結し
ます。シーグラフアジアの出展者は、そういった質の高い来場者に直接アクセスすることができます。

71%

カンフェレンス参加者の71% が
所属組織の購買決定に
影響力を持っている。

75%

出展者の75%が来場者のレベルを
「高い」もしくは「非常に高い」と
評価している。

95%

出展者の95%が、シーグラフアジアで新
規顧客を発掘し、将来のビジネスや研究
プロジェクトでのコラボ関係を構築。

露出 の絶好のチャンス
シーグアフアジアの豊富なリソースを活用し、ぜひ業界に広くアピールしてください。
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シーグラフアジア カンファレンス
展示会と平行し開催されるシーグラフアジアのカンファレンスは、最新のコンピュータグラフィックスとインタラクティブ技
術を４日間にわたり学際的に学ぶことができる国際会議です。
• Art Gallery

• Symposium on Education [New]

• Computer Animation Festival

• Symposium on Visualization in High Performance Computing [New]

• Business Symposium
• Courses

• Emerging Technologies
• Featured Sessions

• Symposium on Mobile Graphics and Interactive Applications
• Technical Briefs
• Posters

• Technical Papers

カンファレンスの詳細については、ホームページ（sa2015.siggraph.org）をご覧ください。

出展タイプと出展料金のご案内

1

スポンサーシップパッケージ

展示会出展に加えて、露出度に応じた４種類のスポンサーシップパッケージをご用意しました。貴社のビジネスや

ブランド戦略に適したパッケージをお選びください。シーグラフアジアの多彩なマーケティング・販売促進プラット
フォームを駆使して、貴社のブランド浸透のお手伝いをいたします。

2

出展形態と出展料金
スペースのみ(最小18m2)

任意の施工業者をご利用頂き、貴社独自のス
タンドを設計可能です。(施工規定内)

シェルブース(最小1小間:9m2)

社名版、システムパネル(隣接ブースとの仕
切)、カーペットのみ。

2015年6月30日迄の
お申込料金（税別）

2015年7月1日以降の
お申込料金（税別）

774,000円/18m2

846,000円/18m2

437,000円/小間

479,000円/小間

459,000円/小間

504,000円/小間

972,000円/2小間

1,062,000円/2小間

(43,000円/m2)

(47,000円/m2)

スタンダードブース(最小1小間:9m2)

展示・商談用に電源、テーブルセットが付い
たリーズナブルなプラン。電源工事費、電力
使用料も含まれています。

プレミアムブース(最小2小間:18m2)

シェルブースの内容に、企業ロゴ、ブランド
ロゴを配した看板を付属。来場者への訴求力
が高まります。
スタンダードブース

プレミアムブース

上記イメージ画像は2014年度の参考画像となっております。今年度のブースイメージは変更されますのでご了承下さい。

3

出展者トーク

出展者の方が利用できるトークセッションを設けます。シーグラフアジア2015プログラムの一環である当セッション

では、2時間の枠の中で製品と技術、サービス、ソリューションなどのPRが可能です。展示会場やプログラムガイド、
公式Webサイト、ソーシャルメディアネットワークでもこの出展者トークについてご案内を致します。

4

広告宣伝、スポンサーシップ、クリエイティブマーケティングのチャンス

広告宣伝とスポンサーシップ、展示会前後にマーケティング用にご活用頂ける販促物などの最適な組合せをご提
案致します。料金等の詳細は事務局までお問い合せください。

今すぐシーグラフアジア2015にご参加ください！

シーグラフアジアでは、出展申込み順にご出展ブースのご案内を致します。

会期までのスケジュールと出展準備の流れ
2015年 2月

出展申込開始

7月末

8月以降随時

9月中旬

11月2日

11月3 〜 5日

出展申込締切

出展者マニュアル配布

各種申請書類の提出
締切

施工・出展物搬入・設営

シーグラフアジア 2015
展示会

申込期間

11月2 〜 5日

シーグラフアジア 2015 カンファレンス

出展に関するお問い合わせ先:

出展申込締切日
7月31日(金)

シーグラフアジア日本事務局
(ケルンメッセ株式会社)
Tel: 03-5793-7770
Fax: 03-5793-7771
Email: kmjpn@koelnmesse.jp

SA2015.SIGGRAPH.org

www.facebook.com/
SIGGRAPHConferences

SIGGRAPH Asia

www.linkedin.com/groups/
ACM-SIGGRAPH- 42742

www.youtube.com/user/
ACMSIGGRAPH

www.twitter.com/
SIGGRAPH

