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ご挨拶
拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は Claris 製品に格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
クラリス・ジャパン株式会社は、昨年ご好評をいただきました FileMaker カンファレンス および FileMaker Road Snow を、Claris Engage Japan に名称を
変更し、本年度は、東京では2020年11月11日(水)-13日(金)の 3 日間、虎ノ門ヒルズフォーラム 5Fにて開催、大阪では、2021年1月28日（木）-29日（金）の2日間、
大阪国際会議場にて開催することを決定しました。

ユーザ導入事例を紹介するビジネスセッション、カスタム App の作成法を解説するテクニカルセッション、医療業界にフォーカスするメディカルセッション、関連会社
が出展するショウケースエリアなど、Claris Engage は、Clarisが主催する 日本最大の総合イベントとなります。既存のお客様にも新規のお客様にも、ビジネスア
プリケーションの改善や新規ソリューションの導入に役に立ったとのお声を多く頂いているほか、エンドユーザ様、Claris パートナー様、関連取引先様、Claris社員の
お互いが、ネットワーキングする絶好の機会としても、参加者から高く評価されています。

本書にて、スポンサーシップのご案内をいたします。
ランチョンセミナーでは、Claris 製品の既存ユーザーにも新規ユーザーにも、協賛企業様の製品やサービスをプレゼンテーションしていただき、新規顧客を獲得し
ていただけます。さらにショウケースエリアへのブース出展により、ブースにおける商談の機会を得られます。Claris営業部門では、 協賛企業様の橋渡し役としてこ
のカンファレンスを、協賛企業様の事業パートナーとの出会いの場、新たなビジネスを展開するための始まりの場にしていただけるようにサポートいたします。ご多
用の折りとは存じますが、本イベントの趣旨をご理解いただき、是非ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具



開催概要
Claris Engage Japan 2020 東京
2020年11月11日（水）12日（木）13日（金）
虎ノ門ヒルズフォーラム
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Claris Engage Japan 2020 大阪
2021年1月28日（木）、29日（金）
大阪国際会議場
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Claris Engage Japan 2020

デジタルトランスフォーメーション
2025年の崖を飛び越える



Claris Engage Japan 2020
東京



開催概要

名　称：Claris Engage Japan 2020 東京
日　程：2020年11月11日（水）12日（木）13日（金）
会　場：虎ノ門ヒルズフォーラム
参加者：企業内システム担当者、開発者、システム部門、

経営層
参加数：1,500名
参加費：無料および有料セッション（事前登録制）
主　催：クラリス・ジャパン株式会社
事務局：Claris Engage Japan 事務局

X
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会場に直結の虎ノ門ヒルズ駅が2020年6月6日（土）に開業

虎ノ門ヒルズ駅



5F メインホール
10

オープニングセッション会場 330席&180席

クローク

ロビー



5F ホールA
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ホワイエ

セッション・展示会場  天井高さ4.5m ワークショップ会場



5 F オープニングセッション
総合受付 オープニングセッション会場

*レイアウトは変更になる場合があります。予めご了承ください。

クローク

オープニングセッション会場
（510席）

総合受付
クローク
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5 F セッション&ショウケース

会場A 330席
会場B 180席
会場C 150席
会場D   25席

ランチョンセミナー
スイーツセミナー
ビジネスセッション
テクニカルセッション
メディカルセッション
ワークショップ
ショウケース

ショウケース（150㎡+546.1㎡）

セッション会場A
セッション会場B

セッション会場C 会場D

*レイアウトは変更になる場合があります。予めご了承ください。
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セッション スケジュール
5F A会場 5F B会場 5F C会場 5F D会場 5F ショウケース
330 席 180 席 150 席 25 席

11月11日（水）

午前 オープニング セッション オープニングセッション
中継会場 準備 準備 準備

ランチョン 1 ランチョン 2 ランチョン 3

オープン

午後

セッション 1 セッション 5 セッション 9 WS or Meeting 1

セッション 2 セッション 6 セッション 10 WS or Meeting 2

セッション 3 セッション 7 セッション 11 WS or Meeting 3

セッション 4 セッション 8 セッション 12 WS or Meeting 4

ナイト セッション

5F A会場 5F B会場 5F C会場 5F D会場 5F ショウケース

11月12日（木）

午前
セッション 13 セッション 19 セッション 25 WS or Meeting 5

オープン

セッション 14 セッション 20 セッション 26 WS or Meeting 6
ランチョン 4 ランチョン 5 ランチョン 6

午後

セッション 15 セッション 21 セッション 27 WS or Meeting 7

セッション 16 セッション 22 スイーツ  1 WS or Meeting 8

セッション 17 セッション 23 セッション 28 WS or Meeting 9

セッション 18 セッション 24 セッション 29 WS or Meeting 10

FBA ミーティング

5F A会場 5F B会場 5F C会場 5F D会場 5F ショウケース

11月13日（金）

午前
セッション 30 セッション 35 メディカル WS or Meeting 11

オープン

セッション 31 セッション 36 メディカル WS or Meeting 12

ランチョン 7 ランチョン 8 ランチョン 9

午後

セッション 32 セッション 37 メディカル WS or Meeting 13

セッション 33 セッション 38 スイーツ  2 WS or Meeting 14

セッション 34 セッション 39 メディカル WS or Meeting 15

準備 セッション 40 メディカル WS or Meeting 16
FileMaker Japan Excellence Award
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*スケジュールは変更になる場合があります。予めご了承ください。



Claris Engage Japan 2020
大阪



大阪開催の概要

名　称：Claris Engage Japan 2020 大阪
日　程：2021年1月28日（木）、29日（金）
会　場：大阪国際会議場
参加者：企業内システム担当者、開発者、システム部門、経営
層
参加数：600名
参加費：無料（事前登録制）
主　催：クラリス・ジャパン株式会社
事務局：Claris Engage Japan 事務局

X



会場へのアクセス 16

最寄駅
京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）」駅
JR環状線「福島」駅
JR東西線「新福島」駅
阪神電鉄「福島」駅
地下鉄「阿波座」駅

シャトルバス
シャトルバスが、「リーガロイヤルホテル（大阪国際会議
場と直結）」とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行されてお
り、ご利用いただけます（定員28名）



10F
オープニングセッション会場
370名  (1001&1002)
A会場 150名（1006&1007）
B会場 150名（1008）
C会場 150名（1004&1005）
ショウケース（1003）
ワークショップ&ミーティング（1010）



ショウケース会場を 1.6 倍 に拡大
336㎡から541㎡へ



セッション スケジュール
オープニング セッション A 会場 B会場 C会場 D会場 ショウケース クロージングセッション

1002&1003 1006&1007 1008 1004&1005 1010 1003 グラントック

366㎡ 199㎡ 183㎡ 199㎡ 43㎡ 541㎡

370 席 150 席 150席／30席 150席 20席

1月27日（水） 午後
13 00-17 00 準備 N/A 設営 N/A

A会場 B会場 C会場 Showcase

1月28日（木）

10 30-12 00 オープニングセッション 準備 準備 準備

オープン
12 00-19 10 N/A

12 30-13 20

N/A

ランチョン 1 ランチョン 2 ランチョン 3

13 40-14 30 セッション 1 セッション 6 セッション 11 WS or Meeting 1

14 50-15 40 セッション 2 セッション 7 セッション 12 WS or Meeting 2

16 00-16 50 セッション 3 セッション 8 セッション 13 WS or Meeting 3

17 10-18 00 セッション 4 セッション 9 セッション 14 WS or Meeting 4

18 20-19 10 セッション 5 セッション 10 セッション 15 WS or Meeting 5

A会場 B会場 C会場 D会場 Showcase

1月29日（金）

10 00-10 50

N/A

セッション 16 セッション 22 メディカル セッション WS or Meeting 6

オープン
9 30-17 30 N/A

11 10-12 00 セッション 17 セッション 23 メディカル セッション WS or Meeting 7

12 30-13 20 ランチョン 4 ランチョン 5 ランチョン 6

13 40-14 30 セッション 18 セッション 24 メディカル セッション WS or Meeting  8

14 50-15 40 セッション 19 セッション 25 メディカル セッション WS or Meeting  9

16 00-16 50 セッション 20 セッション 26 メディカル セッション WS or Meeting  10

17 10-18 00 セッション 21 セッション 27 メディカル セッション WS or Meeting 11

18 30-20 00 クロージングセッション



スポンサーシップ 詳細



スポンサーシップ 特典 PLATINUM GOLD SILVER BRONZE トレーニング オプション費

ショウケース

PLATINUM ブース 
(スペースW4,000xD2,000)　ブースキット

◎

GOLD ブース 
(スペースW2,000xD2,000)   ブースキット

◎

SILVER ブース 
(スペースW2,000xD1,000)  ブースキット ◎

BRONZE ブース 
(W850xD750xH2,180)　ブースキット ◎

商談テーブルの利用 ◎ ◎
A1サインパネル（完全データ入稿） オプション オプション オプション ¥15,000
A1サインパネル（オリジナル制作） オプション オプション オプション ¥60,000
Claris 指定デザインB2パネル。デザインが新しくなります
ので、BRONZEスポンサーの方は必ずお申し込みください

オプション 
必須

¥35,000

チェックインポイントの利用。来訪者データ取得（iPod 
touch付） オプション オプション オプション オプション オプション ¥60,000

チェックインポイントの利用。来訪者データ取得（iPod 
touch無） オプション オプション オプション オプション オプション ¥40,000

ランチョン もしくはス
イーツ セミナー

300名 ◎
150名 ◎ ◎

リード情報 ランチョン、スイーツ セミナー申込者情報の提供 ◎ ◎

ライブ中継&録画配信 Claris 公式アカウントによるセッションのインターネット
ライブ中継と録画配信

オプション オプション ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング オプション オプション オプション オプション オプション ¥50,000
ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ オプション オプション オプション オプション オプション ¥50,000

公式サイトトップページでのロゴ掲載 ◎ ◎ ◎

PR

公式サイトでのブース紹介、ロゴ掲載、会社紹介リンクの
設置

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

総合受付前におけるロゴの訴求 ◎ ◎ ◎ ◎
Claris のSNS公式アカウントによるブース紹介 ◎ ◎
総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） オプション オプション オプション オプション オプション ¥150,000
総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 オプション オプション オプション オプション オプション ¥100,000
カンファレンスメールへの広告掲載 オプション オプション オプション オプション オプション ¥100,000
会場内のデジタルサイネージへの広告掲載（東京のみ） オプション オプション オプション オプション オプション ¥100,000

X



ブースキットは3種類

© 2019 Claris 21

A1パネル

社名板

42インチモニター（オプション） 社名板 A1パネル（オプション）

PLATINUM（商談テーブル付） GOLD（商談テーブル付） 
SILVER（商談テーブル無）

BRONZE（商談テーブル無）

※トレーニング相談は、会場のテーブルと椅子を使用



東京＆大阪ダブルスポンサーシップ特別価格
TOKYO 3 Days Osaka 2 Days 東京＆大阪同時申し込み

PLATINUM

タイプ PLATINUM TOKYO PLATINUM OSAKA

¥3,835,000 → ¥2,500,000

展示スペース @100,000 x 8㎡ ¥800,000 @60,000 x 8㎡ ¥480,000

ブースKit 構築・電気工事 Platinum Kit ¥380,000 Platinum Kit ¥250,000
SP Session音響・誘導 1 session ¥700,000 1 session ¥550,000

弁当手配 @1500 x 300個 ¥450,000 @1500 x 150個 ¥225,000

合計 ¥2,330,000 ¥1,505,000
Option 弁当減数 @1500 x -100個 -¥150,000 @1500 x -50個 -¥75,000

GOLD

タイプ GOLD TOKYO GOLD OSAKA

¥2,640,000 → ¥1,800,000

展示スペース @100,000 x 4㎡ ¥400,000 @60,000 x 4㎡ ¥240,000

ブースKit 構築・電気工事 Gold Kit ¥240,000 Gold Kit ¥160,000
SP Session音響・誘導 1 session ¥600,000 1 session ¥550,000

弁当手配 @1500 x 150個 ¥225,000 @1500 x 150個 ¥225,000

合計 ¥1,465,000 ¥1,175,000

SILVER

タイプ SILVER TOKYO SILVER OSAKA

¥720,000 → ¥660,000
展示スペース @100,000 x 2㎡ ¥200,000 @60,000 x 2㎡ ¥120,000

ブースKit 構築・電気工事 Silver Kit ¥240,000 Silver Kit ¥160,000

合計 ¥440,000 ¥280,000

BRONZE

タイプ BRONZE TOKYO BRONZE OSAKA

¥346,000 → ¥320,000
展示スペース @100,000 x 0.6㎡ ¥60,000 @60,000 x 0.6㎡ ¥36,000

ブースKit 構築・電気工事 Bronze Kit ¥150,000 Bronze Kit ¥100,000

合計 ¥210,000 ¥136,000

トレーニング
タイプ トレーニング TOKYO トレーニング OSAKA

¥200,000合計 ¥100,000 ¥100,000



PLATINUM
PLATINUM TOKYO PLATINUM OSAKA

¥2,330,000 ¥1,505,000

ショウケース スペースW4,000xD2,000 & ブースキット
ランチョンもしくはスイ

ーツ セミナー 300名／50分 150名／50分

商談スペース 商談用テーブルの利用

PR
公式サイトでのロゴ掲載、ブース紹介、会社紹介リンクの設置

Claris のSNS公式アカウントによるブース紹介
総合受付前におけるロゴの訴求

リード情報 スペシャル セッション申込者情報の提供
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オプション：PLATINUMブースキット
■PLATINUMブースキット仕様：ブースサイズ：W3,960×D1,800×H2,400／展示台
(W2,970×D700×H750)／社名板(W1800×H300)×1枚／LEDアームスポット×4灯／コンセント：
1口／標準電源:単相 100V/500W／有線LAN: 1本 

※その他備品もご必要に応じてご用意いたしますので、ご相談ください。

追加オプション 項目 価格

モニター 42インチモニターの設置とレンタル ¥50,000

パネル

A1サインパネル(CPパネル、完全データ支給にて)作成。4枚
まで。価格は1枚の価格。 ¥15,000

A1サインパネル（CPパネル）オリジナル作成 ¥60,000

チェックインポイント
QRコードリーダーで来訪者データを取得（iPod touch無） ¥40,000

チェックインポイント用iPod touchの貸出 ¥20,000

PR

カンファレンスメールへの広告掲載 ¥100,000
総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 ¥100,000

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000
カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの 

広告掲載（東京のみ） ¥100,000

ライブ中継&録画配信 Claris 公式アカウントによるセッションのインターネットラ
イブ中継と録画配信 ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング ¥50,000
ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ ¥50,000

42インチモニター（オプション） 社名板 A1パネル（オプション）

※お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



GOLD
GOLD  TOKYO GOLD OSAKA

¥1,465,000 ¥1,175,000
ショウケース スペースW2,000xD2,000 & ブースキット

ランチョンもしくはスイ
ーツ セミナー 150名枠／50分 150名枠／50分

商談スペース 商談用テーブルの利用

PR
公式サイトでのロゴ掲載、ブース紹介、会社紹介リンクの設置

Claris のSNS公式アカウントによるブース紹介
総合受付前におけるロゴの訴求

リード情報 スペシャル セッション申込者情報の提供
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■GOLDブースキット仕様：ブースサイズ W1,980×D1,980×H2,400／展示台
(W1,940×D495×H750)／LEDアームスポット×2灯／社名板(W1800×H300)×1枚／コンセ
ント：1口／標準電源:単相 100V/500W／有線LAN: 1本 

※オプション:A1サインパネル(CPパネル、完全データ支給にて)作成1枚あたり15,000円 
※その他備品もご必要に応じてご用意いたしますので、ご相談ください。

オプション：GOLDブースキット

追加オプション 項目 価格

パネル

A1サインパネル(CPパネル、完全データ支給にて)作成。2枚
まで。価格は1枚の価格。 ¥15,000

A1サインパネル（CPパネル）オリジナル作成 ¥60,000

チェックインポイント
QRコードリーダーで来訪者データを取得（iPod touch無） ¥40,000

チェックインポイント用iPod touchの貸出 ¥20,000

ランチョン セミナー 申込50名追加 ¥100,000

PR

カンファレンスメールへの広告掲載 ¥100,000
総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 ¥100,000

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000
カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの 

広告掲載（東京のみ） ¥100,000

ライブ中継&録画配信 Claris 公式アカウントによるセッションのインターネットラ
イブ中継と録画配信 ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング ¥50,000
ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ ¥50,000

A1パネル

社名板

※お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



SILVER
SILVER TOKYO SILVER OSAKA

¥440,000 ¥280,000
ショウケース スペースW2,000 x D1,000 & ブースキット

PR
公式サイトでのロゴ掲載、ブース紹介、会社紹介リンクの設置

総合受付前におけるロゴの訴求
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追加オプション 項目 価格

パネル

A1サインパネル(CPパネル、完全データ支給にて)作成。1枚
まで。価格は1枚の価格。 ¥15,000

A1サインパネル（CPパネル）オリジナル作成 ¥60,000

チェックインポイント
QRコードリーダーで来訪者データを取得（iPod touch無） ¥40,000

チェックインポイント用iPod touchの貸出 ¥20,000

PR

カンファレンスメールへの広告掲載 ¥100,000
総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 ¥100,000

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000
カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの 

広告掲載（東京のみ） ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング ¥50,000
ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ ¥50,000

ホスティングや受託開発などのサービス訴求、周辺機器やハードウェ
アなど展示の場合はSILVER以上になります。

■SILVERブースキット仕様：ブースサイズ W1,980×D1,000×H2,400／展示台
(W1,940×D495×H750)／LEDアームスポット×2灯／社名板(W1800×H300)×1枚／コンセ
ント：1口／標準電源:単相 100V/500W／有線LAN: 1本 

※オプション:A1サインパネル(CPパネル、完全データ支給にて)作成1枚あたり15,000円 
※その他備品もご必要に応じてご用意いたしますので、ご相談ください。

オプション：SILVERブースキット

A1パネル

社名板

※お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



BRONZE
BRONZE TOKYO BRONZE OSAKA

¥210,000 ¥136,000
ショウケース カスタム App ・　特定商品展示　ブース

PR
公式サイトでのブース紹介（ロゴ掲載あり）、会社紹介リンクの設置

総合受付前におけるロゴの訴求
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■ブース仕様 
展示台(W850xD750xH2,180(テーブルまでH1,000)1台 ／社名板:1枚／パネル:Claris 
指定デザインのパネルが必須（デザインが新しくなりますので必ずお申し込みください）
／コンセント: 1口／標準電源:単相 100V/500W／有線LAN: 1本 
展示エリアでは、iPadデモ用にWiFiをご利用いただけます。個別ルータの持ち込みはでき
ません。展示エリアでは、当社指定のパネル以外の装飾や展示はできません。展示台仕様
は変更になる場合があります。ブース対応は、最大2名までとしてください。 
■出展社様でご用意いただくもの 
ブース内配布物(カタログ、アンケート、ノベルティなど)*事前に承認が必要／PC及びデモ
機材・周辺機器、展示機器等。音響・照明機材のご使用はご遠慮ください。

カスタム App、プラグイン、アドオン、アプリなどの特定製品のデモ
ブースとして出展。複数出展の場合は、1社2つまで。ホスティングや
受託開発などのサービス訴求、周辺機器やハードウェアの展示の場合

はSILVER以上になります。
追加オプション 項目 価格

パネル Claris 指定デザイン B2 パネル（必須） ¥35,000

チェックインポイント
QRコードリーダーで来訪者データを取得（iPod touch無） ¥40,000

チェックインポイント用iPod touchの貸出 ¥20,000

PR

カンファレンスメールへの広告掲載 ¥100,000

総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 ¥100,000

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000
カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの 

広告掲載（東京のみ） ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング ¥50,000

ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ ¥50,000 ※お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



パートナーの名称とバッジが刷新
Claris パートナーのBRONZEスポンサーは

Claris指定デザインのB2パネルの作成はオプションですが必須です。



トレーニング相談コーナー
TRAINING TOKYO TRAINING OSAKA

¥100,000 ¥100,000

ホワイエ トレーニングコースの紹介
PR 公式サイトでのブース紹介（ロゴ掲載あり）、会社紹介リンクの設置
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■ブース仕様 
展示台（会場のテーブル1つと椅子3つの利用） ／卓上社名板:1枚／／コンセント: 1口／
標準電源:単相 100V/500W 
展示エリアでは、WiFiをご利用いただけます。個別ルータの持ち込みはできません。展示
エリアでは、パネルの展示や装飾はできません。展示台仕様は変更になる場合がありま
す。 
■出展社様でご用意いただくもの 
ブース内配布物(カタログ、アンケート、ノベルティなど)*事前に承認が必要／PCなどの機
材・周辺機器、展示機器等。音響・照明機材のご使用はご遠慮ください。

自社で作成して提供しているトレーニングの紹介をするための出展。

追加オプション 項目 価格

チェックインポイント
QRコードリーダーで来訪者データを取得（iPod touch無） ¥40,000

チェックインポイント用iPod touchの貸出 ¥20,000

PR

カンファレンスメールへの広告掲載 ¥100,000

総合受付配布のセールスキットにパンフレットを同梱 ¥100,000

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000
カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの 

広告掲載（東京のみ） ¥100,000

ライブ中継&録画配信 Claris 公式アカウントによるセッションのインターネット
ライブ中継と録画配信 ¥100,000

ミーティング スポンサー企画のミーティング ¥50,000

ワークショップ 意見交換しやすいインタラクティブなワークショップ ¥50,000

※お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



オプション



オプション 詳細
価格* 概要

総合受付配布のセールスキットへパンフレットを同梱（東京1,500部／大阪
600部） ¥100,000 総合受付で全ての参加者に配布（1,500部）されるセールスキットに、A4サイズ4ページまでのパンフレットを1種同梱できます。

総合受付そば大型バナー広告（東京のみ） ¥150,000 総合受付から見えるA会場入り口の壁にかかる大型バナー広告を掲載できます。

デジタルサイネージ広告（東京のみ） ¥100,000 カンファレンスフロア内のデジタルサイネージへの広告掲載

カンファレンスメールへの広告掲載
（購読者190,000） ¥100,000 約190,000件の購読者に配信される FileMaker カンファレンス に関するメールに広告を掲載できます。

Claris 指定デザイン B2 パネルの作成。デザインが新しくなりますので、
BRONZEスポンサーは必須です ¥35,000

ClarisでデザインしたB2サイズのパネルを作成できます。共通フォーマットでソリューションや会社を紹介でき、ブースに立ち寄るお客
様の認識が早くなり、理解度も向上します。共通のブースキットとパネルの使用でショウケースエリアを演出され、お客様がブースに訪
問しやすくなります。

A1サインパネル（完全データ入稿） ¥15,000 完全入稿データをご提供いただき、A1パネルを作成。A1出力、ラミネート加工、フレーム加工

A1サインパネル オリジナル作成 ¥60,000 A1パネルを作成。デザイン、レイアウト、A1出力、ラミネート加工、フレーム加工

チェックインポイント ¥40,000 ブース来訪者のQRコードをiPhone、iPad、iPod touchで読み取るだけで、CEJ 登録時の連絡先情報を素早く入手。後日、データを
お渡しします。ご自身のiPhone、iPad、iPod touchのいずれかをご利用いただきます。（iPod touch貸出 1台¥20,000）

ランチョンセミナーのインターネットライブ中継＆録画配信 ¥100,000 YouTubeとfacebookの Claris 公式アカウントでセッションをライブ中継し、録画配信をします。録画コンテンツは、スポンサーに納
品されます。1日につき1社限定。

ミーティング ¥50,000 スポンサー企画のミーティング。1時間。最大席数27名（スクール27席）

ワークショップ ¥50,000 1時間の小グループによるワークショップ。ディスカッション形式のセッション。意見交換しやすいインタラクティブなセッションが可能。
最大席数：東京25席、大阪20席

*価格は、税別、1種あたりの価格です。複数種の申し込みも可能です。
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お申し込みのオプションは、スポンサーシップ料金に追加されます。



総合受付そば大型バナー広告（東京会場のみ）

*価格は、税別、1種あたりの価格です。複数種の申し込みも可能です。
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総合受付 オープニングセッション会場
クローク

大型バナー広告

広告枠4枠（下記は1枠あたりの仕様）

W1,200 x H3,700

¥150,000



デジタルサイネージ広告（東京会場のみ）

• 3,456回（4時間48分）／1枠、3日間*

• 募集数30枠（5枠x6モニター）

• 1枠5秒

• 3日間

• 静止画のみ

• 100,000円

*1日の会期時間を8時間とした場合

*価格は、税別、1種あたりの価格です。複数種の申し込みも可能です。
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チェックインポイント

• QRコードで迅速にチェックイン

• 名刺のデータ化が不要

• 開催終了後、顧客情報を提供

• 顧客情報（氏名、社名、部署、役職、住所、電話、
FAX、Eメール、参加不参加（ランチョン、スイー
ツの場合））

• アプリ無料

• 40,000円

• 20,000円（iPod touch 貸出）

*価格は、税別、1種あたりの価格です。複数種の申し込みも可能です。予告なくシステムが変更され、仕様、価格が変更
される場合があります。あらかじめご了承ください。
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33
今後のスケジュール

4月27日（月）正午
　スポンサー申込み一次締切

一次締切までに申込まれたスポンサーは、優先枠決定。多数の場合は抽選となります。

5月25日（月）正午
スポンサー申込み二次締切

二次締切までに申込まれたスポンサーは、事前登録開始日から、ランチョンおよびスイーツセミナーの申込受
付を開始できます。スポンサー枠は、一次締切以後は、先着順となります。

7月7日（火）
事前登録開始

公式サイトオープン

9月 10月 東京会場：セッションスライド、配布物の確認。
最終ブース位置・出展マニュアル配布・配布資料アッセンブリ納品

11月11日（水） 13 日（金） 東京開催

11月下旬 1月中旬 大阪会場：セッションスライド、配布物の確認。
最終ブース位置・出展マニュアル配布・配布資料アッセンブリ納品

1月28日（木）29日（金） 大阪開催



Claris Engage Japan 2020 スポンサーシップ申込書リクエストシート 

連絡先情報

お名前

社名

電話番号

Eメール

スポンサーシップ
該当項目に○をお願いします

TOKYO &
OSAKA TOKYO OSAKA

a PLATINUM

b GOLD

c SILVER

d BRONZE

e トレーニング相談

オプション 対象の
スポンサーシップ

該当項目に○を
お願いします

TOKYO & 
OSAKA TOKYO OSAKA

ランチョン、スイーツ セミナーの
インターネットライブ中継＆録画配信 a/b

ワークショップ a/b/c/d/e

ミーティング a/b/c/d/e

デジタルサイネージ広告（TOKYOのみ） a/b/c/d/e N/A N/A

総合受付そば大型バナー広告（TOKYOのみ） a/b/c/d/e N/A N/A

総合受付配布のセールスキットへ
パンフレットを同梱 a/b/c/d/e

チェックインポイント a/b/c/d/e

チェックインポイント用 iPad touch 貸出（台数要記入） a/b/c/d/e

カンファレンスメールへの広告掲載 a/b/c/d/e

A1サインパネル（完全データのご用意） a/b/c

Claris 指定デザイン B2 パネルの作成。デザインが新しくな
りますのでBRONZEスポンサーは必須 d

ご記入の上、Claris Engage Japan 事務局までご送付ください。折り返し申込書を送付します。
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Claris Engage Japan 事務局 
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-15-10 第6横芝ビル7F（株）ペッププランニング内 
Eメール：claris_engage_japan_team@claris.com 
電話：03-6455-2077 FAX：03-6455-2078

mailto:claris_engage_japan_team@claris.com


スポンサーシップ申込書
リクエストシートの送付

スポンサーシップ申込書
および注文書の受信

スポンサーシップ申込書
および注文書の送付

スポンサーシップ費
請求書の受信

スポンサーシップ費
のお支払い

1

2

3

4

5

「スポンサーシップ申込書リクエストシート」に必要事項をご記入の上、Claris Engage 
Japan 事務局 にEメールもしくはFAXにてご送付ください

Claris Engage Japan 事務局 より、「スポンサーシップ申込書および注文書」をEメール
にてスポンサー様に送付いたします

「スポンサーシップ申込書および注文書」に必要事項をご記入の上、EメールもしくはFAXに
て Claris Engage Japan 事務局 にご送付ください

「スポンサーシップ費請求書」を Claris Engage Japan 事務局 よりスポンサー様にEメー
ルにて送付いたします

「スポンサーシップ費」を Claris Engage Japan 事務局 の指定銀行口座へのお支払いを
お願いします

＊カンファレンス費用に関する全てのご注文および支払先は、（株）ペップ プランニング宛となります。

スポンサーシップお申込みのフロー 35



Claris Engage Japan 公式サイト 
www.filemaker.com/jp/conference/

出展に関するお問い合わせ・お申込み窓口 

Claris Engage Japan 事務局 
〒150-0021 
東京都渋谷区恵比寿西1-15-10 第6横芝ビル7F 
（株）ペッププランニング内 
Eメール：claris_engage_japan_team@claris.com 
電話：03-6455-2077 FAX：03-6455-2078 
受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）





開催概要
名　称：FileMaker カンファレンス 2019 
日　程：2018年11月6日（水）7日（木）8日（金） 
会　場：虎ノ門ヒルズフォーラム 
参加数：1,277名 
主　催：ファイルメーカー株式会社



38前回の開催報告（セッション）



39前回の開催報告（ショウケース）





スポンサー 41

PLATINUM GOLD SILVER BRONZE

株式会社イエスウィキャン NTT DOCOMO USA, Inc. KCCSモバイルエンジニアリング 
株式会社 株式会社アイ・アンド・シー 株式会社ジュッポーワークス

株式会社ジェネコム 株式会社オーシャンブリッジ 株式会社寿商会 iウェア株式会社 SB C&S株式会社

Dropbox Japan 株式会社 ChatWork株式会社 GMOクラウド株式会社 アイティクラウド株式会社 ディヴォートソリューション株式会社

株式会社テクニカル・ユニオン 株式会社スプラッシュ 株式会社ウィズダム  株式会社東洋

株式会社PFU 株式会社DBPOwers カワイ事務機株式会社 発注ナビ株式会社

パットシステムコミュニケーションズ有限会社 コーメーカー株式会社 株式会社ぴーぷる

株式会社バルーンヘルプ 株式会社コモドジャパン 株式会社ロゼッタ

株式会社サポータス



• 活気が溢れていてよかった 

• 初めてでもわかりやすかった 

• FileMaker プラットフォーム と連携できるシステムのブースがあり有意義でした。 

• 目的のサービスを提供するパートナーさんが見つかりました。 

• クラウド、RPAなど知りたい内容が沢山あり大変参考になりました。 

• 各展示も盛りだくさんで良かったですが、ミニステージも新しい情報が聞けてよかったです。 

• レシート印刷で困っていたことが解決した

来場者コメント
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５業種が全体の７割 

情報通信 
製造 
サービス 
医療 

流通・卸／小売 

その他
11%

旅行・ホテル・旅館
1%

金融・証券・保険
1%

エンターテイメント
1%

広告・イベント
2%

官公庁・公益法人・公共
2%

法律・会計・コンサル
3%

建設・設計・不動産
3%

放送・出版・印刷
3%

教育・研究
4%

流通・卸／小売
9%

医療
11%

サービス
11%

製造
17%

情報・通信
22%

2019年 来場者プロフィール

参加アンケート有効回答数1,256



442019年 来場者プロフィール

500名以上
23%

50-499名
34%

11-49名
22%

10名以下
21%

会社規模 
参加アンケート有効回答数1,256 

　 
大企業 23%  

中小企業 34% 

医療関係者11% 

開発会社 13%
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全国４５都道府県から参加

東京以外
52%

東京
48%

和歌山、島根以外からすべて参加

2019年 来場者プロフィール

FMC19

Top 10 都道府県 参加数

1 東京 669

2 神奈川 90

3 大阪 58

4 埼玉 57

5 愛知 55

5 千葉 41

7 静岡 22

7 兵庫 22

9 北海道 21

10 福岡 20

参加アンケート有効回答数1,256
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システムを利用するユーザ
20%

システムを開発する立場
59%

システムを決定する立場
21%

2019年 来場者プロフィール

参加アンケート有効回答数1,185

システムを 
決定もしくは開発する方が、

全体の80%



Claris Engage Japan 公式サイト 
www.filemaker.com/jp/conference/

出展に関するお問い合わせ・お申込み窓口 

Claris Engage Japan 事務局 
〒150-0021 
東京都渋谷区恵比寿西1-15-10 第6横芝ビル7F 
（株）ペッププランニング内 
Eメール：claris_engage_japan_team@claris.com 
電話：03-6455-2077 FAX：03-6455-2078 
受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

mailto:claris_engage_japan_team@claris.com

