2018 年度コミュニティ・ミーティング
スポンサーパッケージ
貴社を国際決済セキュリティ業界のリーダーとして位置付けることができる、またとないチャンスです。


プラチナパッケージ
20,000 米ドル、2,203,060 円
このプレミアムパッケージには、ベンダーショーケース展示ホールでのネットワーキング・レセプションの独占
スポンサーになることが含まれます。プラチナパッケージには、以下の特典が含まれます。
o ネットワーキング・レセプションの独占スポンサー
 レセプションでは、スポンサーロゴ付き特性カクテルカップまたは特性カクテルナプキンが
提供され、さらに卓上にはプラチナスポンサーロゴ付きのコミュニティ・ミーティングのブラン
ドサインを配置。
 独占プラチナスポンサーロゴ付きコミュニティ・ミーティングのブランドサイン 2 つ（PCI SSC
提供）。
 ネットワーキング・レセプションで出席者全員に感謝の心を込めたギフトを提供する機
会（製作およびプレゼンテーションのコストはスポンサーの責任）。
 ネットワーキング・レセプションでは各テーブルで販売促進資料（スポンサーが提供し、
PCI SSC が承認して配布）を配布。
 掲示するための追加のポスター（PCI SSC が承認）を提出する機会。
 レセプション・メニューをアップグレードするオプション（スポンサーが支払う）。
o ベンダー・ショーケースでの認知度
 ベンダー・ショーケース内の 10 フィート x 10 フィート・スペースの優先選択（ブースが
1 つ含まれています）。
 割引料金（3,500 米ドル/385,536 円）で追加のブーススペースを購入する機会。
 プレミアム・ブーススペースを選択する機会。
o 会場での認知度
 五社様の無料ミーティング登録（登録者は出席資格を満たしていなければなりません。
二社様のベンダー・ショーケースへの登録を含みます。よろしければ、このうち一社様分
は貴社のマーケティング担当者様用にお使いになることをお奨めいたします）。
 プログラムガイドへのフルページ広告（スポンサーによるデザイン）掲載の優先権。
 プログラムガイドの裏面にスポンサーのロゴを掲載。
 スポンサー・ポスター（PCI SSC 作成）をベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所
に掲示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 参加者ウェルカム・キットに 1 ページの印刷資料を含める機会。
 参加者ウェルカム・キットに 1 つのスペシャルティプレゼント（スポンサーが提供、PCI
SSC が承認）を含める機会。



o



コミュニティ・ミーティングの 2 日間に Twitter でハンドルネーム@PCISSC（フォロワー数
8,200 人）からの 2 件のツイートによる認知。（合計で 2 件。日にちはスポンサーが選
択。ツイートには#スポンサーのハッシュタグを記載）。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。
 コミュニティ・ミーティングの 2 日間にモバイルアプリ広告（スポンサーがスポンサー企業の
ウェブサイトへのハイパーリンクを記載した広告を提供、PCI SSC が承認）。イベント前
の認知度
イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールにプラチナスポンサーとしてスポンサーのロゴを表示
し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。
 ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。
 1 件のカスタマイズされたメールをスポンサーが選択した全登録会社に PCI SSC が配
信。（PCI SSC が提供したメールテンプレートからスポンサーが選択。テキストとグラフィ
ックスはスポンサーが提供し、PCI SSC がテンプレートに挿入して承認）。配信日は
PCI SSC が承認。
 Twitter でハンドルネーム@PCISSC（フォロワー数 8,200 人）からのコミュニティ・ミーティ
ングに誘導する 1 件のツイートによる認知（日にちはスポンサーが選択。ツイートには#
スポンサーのハッシュタグを記載）。

ゴールドパッケージ
16,000 米ドル、1,762,448 円
ゴールドパッケージには、ネットワーキング昼食で 1 日独占スポンサーになることが含まれます。ゴールド
パッケージには、以下の特典が含まれます。
o

o

o

ネットワーキング昼食の独占スポンサー
 ネットワーキング昼食スポンサーロゴ付きコミュニティ・ミーティング・ブランドのサイン 2 つ
（PCI SSC 提供）をケータリングテーブルの近くに配置。
 各テーブルで販売促進資料（スポンサーが提供し、PCI SSC が承認して配布）を
配布。
 スポンサー朝食中に掲示するための追加のポスター（PCI SSC が承認）を提出する
機会。
ベンダー・ショーケースでの認知度
 プレミアム・ブーススペースを選択する機会（ブースは含まれません）。
 ブース料金の割引（3,500 米ドル/385,536 円）。
会場での認知度
 三社様の無料ミーティング登録（登録者は出席資格を満たしていなければなりま
せん）。
 ミーティング・プログラムガイドへの半ページ広告。
 プログラムガイドの裏面にスポンサーのロゴを掲載。



o



スポンサー・ポスター（PCI SSC 提供）をベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所
に掲示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 参加者ウェルカム・キットに 1 ページの印刷資料を含める機会。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。
 コミュニティ・ミーティング期間のうち 1 日、モバイルアプリ広告（スポンサーがスポンサー
企業のウェブサイトへのハイパーリンクを記載した広告を提供、PCI SSC が承認）。
イベント前の認知度
イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールにゴールドスポンサーとしてスポンサーのロゴを表
示し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。
 ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。
 1 件のカスタマイズされたメールをスポンサーが選択した全登録会社に PCI SSC が配
信。（PCI SSC が提供したメールテンプレートからスポンサーが選択。テキストとグラ
フィックスはスポンサーが提供し、PCI SSC がテンプレートに挿入して承認）。配信日
は PCI SSC が承認。
 Twitter でハンドルネーム@PCISSC（フォロワー数 8,200 人）からのコミュニティ・ミーティ
ングに誘導する 1 件のツイートによる認知 （日にちはスポンサーが選択。ツイートには
#スポンサーのハッシュタグを記載）。

シルバーパッケージ
12,000 米ドル、1,321,836 円
シルバーパッケージには、ベンダーショーケース展示ホールでのネットワーキング朝食で 1 日独占スポンサ
ーになることが含まれます。シルバーパッケージには、以下の特典が含まれます。
o ネットワーキング朝食の独占スポンサー
 ベンダーショーケース展示ホールでのネットワーキング朝食で、ネットワーキング朝食ス
ポンサーのロゴ付きのコミュニティ・ミーティングのブランドサイン 2 つを配置（PCI SSC
提供）。
 各昼食テーブルでの販売促進資料（スポンサーが提供し、PCI SSC が承認して配
布）の配布。
 スポンサー朝食中に掲示するための追加のポスター（PCI SSC が承認）を提出する
機会。
o ベンダー・ショーケースでの認知度
 プレミアム・ブーススペースを選択する機会（ブースは含まれません）。
 ブース料金の割引（3,500 米ドル/385,536 円）。
o 会場での認知度
 二社様の無料ミーティング登録（登録者は出席資格を満たしていなければなりま
せん）。
 ミーティング・プログラムガイドへの 1/4 ページ広告。




o



プログラムガイドの裏面にスポンサーのロゴを掲載。
スポンサー・ポスター（PCI SSC 提供）をベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所
に掲示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 参加者ウェルカム・キットに 1 ページの印刷資料を含める機会。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。
 コミュニティ・ミーティング期間のうち 1 日、モバイルアプリ広告（スポンサーがスポンサー
企業のウェブサイトへのハイパーリンクを記載した広告を提供、PCI SSC が承認）。
イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールにシルバースポンサーとしてスポンサーのロゴを表
示し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。
 ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。

ブロンズパッケージ
10,000 米ドル、1,101,530 円
ブロンズパッケージには、ベンダーショーケース展示ホールでのネットワーキング休憩で 1 日スポンサーに
なることが含まれます。ブロンズパッケージには、以下の特典が含まれます。
o ネットワーキング休憩のスポンサー
 1 日間、ネットワーキング・レセプション・スポンサーロゴ付きコミュニティ・ミーティングのブ
ランドサイン 2 つ（PCI SSC 提供）をスポンサーする休憩中に配置。
 スポンサーする休憩中に各昼食テーブルで販売促進資料（スポンサーが提供し、PCI
SSC が承認）を配布。
 1 日間、スポンサーする休憩中に表示するための追加のポスター（PCI SSC が承認）
を提出する機会。
o ベンダー・ショーケースでの認知度
 プレミアム・ブーススペースを選択する機会（ブースは含まれません）。
 ブース料金の割引（3,500 米ドル/385,536 円）。
o 会場での認知度
 一社様の無料ミーティング登録（登録者は出席資格を満たしていなければなりま
せん）。
 プログラムガイドの裏面に貴社のロゴを掲載。
 スポンサー・ポスター（PCI SSC 提供）をベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所
に掲示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 参加者ウェルカム・キットに 1 ページの印刷資料を含める機会。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。
o イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールにブロンズスポンサーとしてスポンサーのロゴを表
示し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。




ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。

ネットワーキング・レセプション・スポンサー
8,000 米ドル、881,224 円
ネットワーキング・レセプション・スポンサーはコミュニティ・ミーティングで唯一のネットワーキング・レセプショ
ンにおけるスポンサーの一社となる絶好の機会です。ネットワーキング・レセプションは常に、コミュニティ・
ミーティングのハイライトです。この機会には、以下が含まれます。
o ネットワーキング・レセプションのスポンサー
 ネットワーキング・レセプション・スポンサーロゴ付きコミュニティ・ミーティングのブランドサイ
ン 2 つ（PCI SSC 提供）。
 レセプションの「スポンサー・テーブル」に販売促進資料（1 ページの印刷物）を置く
機会。
 各レセプション参加者にギフトを提供する機会。
o ベンダー・ショーケースでの認知度
 プレミアム・ブーススペースを選択する機会（ブースは含まれません）。
 ブース料金の割引（3,500 米ドル/385,536 円）。
o 会場での認知度
 二社様の無料ミーティング登録（貴社とゲスト一社）。
 プログラムガイドの裏面にスポンサーのロゴを掲載。
 スポンサー・ポスター（PCI SSC 提供）をベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所
に掲示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。
o イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールに一般スポンサーとしてスポンサーのロゴを表示
し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。
 ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。
 Twitter でハンドルネーム@PCISSC（フォロワー数 8,200 人）からのコミュニティ・ミーティ
ングに誘導する 1 件のツイートによる認知（日にちはスポンサーが選択。ツイートには#
スポンサーのハッシュタグを記載）。



スタンダードスポンサーの特典 – 以下のスポンサーには次の特典が含まれます。
o

会場での認知度
 プログラムガイドの裏面にスポンサーのロゴを掲載。
 ベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所に掲示されるイベントスポンサー・ポス
ター（PCI SSC 提供）上にスポンサーのロゴを表示。
 セッション前および休憩時間中のスライドにスポンサーのロゴを表示。
 参加者ウェルカム・キットに 1 ページの印刷資料を含める機会。
 イベントのモバイルアプリでのスポンサーのロゴ認知度。

o



イベント前の認知度
 コミュニティ・ミーティング HTML メールに一般スポンサーとしてスポンサーのロゴを表示
し、スポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを記載。
 ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めて表示。

参加者資料バッグ・スポンサー
10,000 米ドル、1,101,530 円
便利で再使用可能な軽量バッグへの貴社ロゴの印刷を含める参加者資料バッグ・スポンサーとしての
独占ブランディング。参加者がイベント会場に到着した際に最初に目にするブランドになりましょう。この
機会には、以下が含まれます。
o 参加者資料バッグにスポンサーのロゴを PCI SSC ロゴと並べて印刷（製作費は PCI SSC が
負担）。
o バッグは各コミュニティ・ミーティングの参加者全員に手渡されます。
o ミーティング・プログラムガイドへの半ページ広告。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



ウェルカム・キット・スポンサー
10,000 米ドル、1,101,530 円
ウェルカム・キット・スポンサーとしての独占ブランディング。トートバッグ内の便利なポートフォリオに貴社ロ
ゴを記載（トートバッグのスポンサー限定）。参加者がイベント会場に到着した際に最初に目にするブラ
ンドになりましょう。この機会には、以下が含まれます。
o ウェルカム・キットにスポンサーのロゴを PCI SSC ロゴと並べて印刷（製作費は PCI SSC が
負担）。
o ウェルカム・キットは各コミュニティ・ミーティングの参加者全員に配布。
o ミーティング・プログラムガイドへの半ページ広告。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



ワイヤレス・インターネット・スポンサー
8,000 米ドル、881,224 円
ワイヤレス・インターネット・スポンサーとしての独占ブランディング イベントに参加中の各参加者の無制
限なセキュア・インターネット接続をスポンサー。この機会には、以下が含まれます。
o ミーティング・プログラムガイドへの 1/4 ページ広告。
o イベント・ポスターの Wi-Fi 説明と共にスポンサーのロゴを掲載。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



モバイルアプリ・スポンサー
8,000 米ドル、881,224 円

2018 年度コミュニティ・ミーティングのモバイルアプリの独占スポンサーになって、インタラクティブ・モバイル
アプリの使用によりモバイルデバイスを通してミーティング参加者とつながりましょう。この機会には、以下
が含まれます。
o ミーティング・プログラムガイドへの 1/4 ページ広告。
o アプリ内にスポンサーのロゴとバナー広告を表示。
o ベンダー・ショーケース展示ホール内の至る所に掲示されるモバイルアプリ・ポスター（PCI SSC
提供）上にロゴを表示。
o モバイルアプリの使用方法を説明する 1 件のカスタマイズされたメールを参加者全員に配信。
スポンサーのロゴおよびスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクも記載されます。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。


ストラップ・スポンサー
10,000 米ドル、1,101,530 円
イベント期間中、各参加者が付けるバッジホルダーに貴社のロゴを印刷して、コミュニティ・ミーティングで
の存在感をアピールしましょう。この機会には、以下が含まれます。
o
o
o

ストラップに PCI SSC のロゴと共に貴社のロゴを印刷（製作費は PCI SSC が負担）。
バッジとストラップの着用は 3 つのコミュニティ・ミーティングのすべてのミーティングで必須。
以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



PCI スワッグ・スポンサー
8,500 米ドル、936,301 円
コミュニティ・ミーティングでの独占スワッグ・スポンサー（価格にはノートパッドとペンが含まれます）になっ
て、貴社のロゴを参加者全員の手元に提供しましょう。
o ノートパッドとペンにスポンサーのロゴを PCI SSC ロゴと並べて目立つように印刷（製作費は
PCI SSC が負担）。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



コミュニティ・ミーティング・パートナー
5,500 米ドル、605,842 円
既存出展者の場合は 2,000 米ドル/220,306 円
コミュニティ・ミーティング・パートナーになって PCI Security Standards Council への支持を表明しま
しょう。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



ウォーターボトル・スポンサー
7,000 米ドル、771,071 円
コミュニティ・ミーティングで独占ウォーターボトル・スポンサーになりましょう。このパッケージには、イベントで
の参加者への給水を目的としてコミュニティ・ミーティングの全期間中設置される複数のウォーター・ス
テーションが含まれます。

o
o
o

コミュニティ・ミーティングで設置されるウォーター・ステーションにスポンサーのロゴを目立つように
表示。
スポンサーのロゴをウォーター・ステーションで提供されるカップに印刷（PCI SSC が承認。製作
費は PCI SSC が負担）。
以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



プログラムガイド・スリーブ・スポンサー
6,500 米ドル、730,919 円
コミュニティ・ミーティングでの独占プログラムガイド・スリーブ・スポンサーになって、貴社のロゴを参加者全
員の手元に提供しましょう。
o スポンサーがプログラムガイド・スリーブのバナーをデザイン（スポンサーがデザイン、製作費は
PCI SSC が負担）。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



ホテルルーム・ドロップ・スポンサー
4,000 米ドル、440,612 円
ホテルルーム・ドロップ・スポンサーは、コミュニティ・ミーティング参加者全員のホテル客室に、貴社のメッ
セージを最優先で残すことができます。この機会には、以下が含まれます。
o PCI の客室ブロック内で予約した各参加者の客室に、1 つの販売促進資料を配布（配布日
は PCI が指定）。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



充電ステーション・スポンサー
4,000 米ドル、440,612 円
コミュニティ・ミーティングでラップトップと携帯電話の充電ステーションのスポンサーになりましょう。
o スポンサーのロゴを充電ステーションに大きく表示。
o 充電ステーションに販売促進資料を表示する機会（PCI SSC の承認）。
o 充電ステーションには電源アウトレットも装備（アダプターは提供されません）。
o 以上に加えてスタンダードスポンサーの特典も付与。



メディア・スポンサー
価格：1,000 米ドル、110,153 円
メディア企業専用に提供される、バーターベースのスポンサーのオファーです。審議会では、貴社の広告
部門またはマーケティング部門とご相談のうえ、このパッケージと引き換えに同程度の価格の広告パッ
ケージをご提供いただきたいと考えております。
o 参加者全員に手渡されるウェルカム・キットに、貴社の印刷資料または販売促進資料を挿
入。
o イベントのモバイルアプリでのロゴ認知度
o ミーティングのウェブサイトにスポンサー・ウェブサイトへのハイパーリンクを含めてロゴを表示。

o
o



セッション前および休憩時間中のスライドにロゴを表示。
コミュニティ・ミーティング期間に Twitter でハンドルネーム@PCISSC（フォロワー数 8,200 人）か
らの 5 件のツイートによる認知。スポンサーが選択するリソースへのリンクも記載。（ツイートには
#スポンサーのハッシュタグも含まれます）。

ベンダー・ショーケース
4,500 米ドル、508,000 円（コミュニティ・ミーティングのベンダー・ショーケースを追加すると、1 件につき出
展者料金が 500 米ドル/55,076.50 円割引されます。）
ベンダー・ショーケースでの出展者になりましょう。ベンダー・ショーケースに出展することで貴社の認知度
をさらに向上させてください。出典者として展示機会を最大化し、貴社の標的顧客間での貴社に対す
る認識を高めると同時に、見込み客や業界リーダーとのネットワークを作る絶好の機会です。ベンダー・
ショーケースには以下が含まれます。
o
o
o
o

出展者には 3m x 3m のスペースを提供。
二社様の無料ミーティング登録（貴社とゲスト一社）。
ベンダー・ショーケースは、ミーティング時間より長い時間開催される 2 日間のイベント。
出展者はコミュニティ・ミーティングのウェブサイト、携帯アプリに表示されるほか、
場内の印刷資料にも掲載。

プログラムガイドの広告
フルサイズの光沢紙に印刷されたプログラムガイドに広告を出して貴社の認知度を高めましょう。プログラムガイ
ドは登録した参加者全員に手渡され、コミュニティ・ミーティングの体験を最大限に活用するために参加者に必
要な情報がすべて含まれています。広告場所は先着順に提供されます。
全ページ広告 – 1,500 米ドル、165,230 円
½ページ広告 – 700 米ドル、77,107 円
¼ページ広告 – 400 米ドル、44,061 円
名刺版サイズ広告（ページの 1/8） – 225 米ドル、24,784 円
モバイルアプリ広告
人気の高いミーティングモバイルアプリに広告を出すことで貴社をミーティング参加者の目にさらしましょう。モバイ
ルアプリはコミュニティ・ミーティングの参加者全員とコネクトし、つながりを持つための最も簡単な方法です。貴社
の広告を掲載し、このモバイルアプリ人気を活用してください。広告機会は、各種価格と掲載場所からお選びい
ただけます。詳細は、弊社にお問い合わせください。以下のオプションがあります。
1 日広告：1,000 米ドル、110,153 円
2 日広告：1,500 米ドル、165,230 円

*統計情報はご要請により提供いたします

