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映像セキュリティをとりまく技術が⾼度化しています。アナログカメラからネットワークカメラへの移⾏が進み、
⾼解像度化とクラウド連携、AI技術の進展などによって映像解析が実⽤的に⾏えるようになりました。その⼀⽅、
IoTを狙ったサイバー攻撃のリスクも⾼まっており、セキュリティ対策を⾏う重要性も増しています。こうしたな
か⽇本経済新聞社とセキュリティ産業新聞社は共同で「映像セキュリティテクノロジーフォーラム」を開催します。
このフォーラムは、⾼度化する映像セキュリティビジネスにインパクトを与える最新のトレンドを、リアルなイベ
ントや新聞紙⾯、ウェブサイトなど複数のメディアを組み合わせて総合的に紹介する企画です。

映像セキュリティテクノロジーフォーラムとは

本フォーラムは、国内最⼤級のセキュリティ総合展である「SECURITY SHOW」と連動して開催します。
「SECURITY SHOW」は、国内外の有⼒セキュリティ企業190社が出展し、物理セキュリティから情報セキュリ
ティまで多彩なソリューションが揃う展⽰会です。
特に本フォーラムでの議論のターゲットとなる監視カメラについては、関連ベンダーやインテグレーター、そして
エンドユーザーまでが⼀堂に揃う国内で唯⼀のイベントとなります。関係者に向けて、映像セキュリティの最新ト
レンドの重要性を伝え、関連ソリューションの紹介をするのにはまたとない機会です。

国内最大級のセキュリティ総合展「SECURITY SHOW」と連動

本フォーラムは、⽇本経済新聞社および、セキュリティ業界の専⾨紙であるセキュリティ産業新聞社のタイアップ
にて開催します。フォーラム冒頭のパネルディスカッションのモデレーターはセキュリティ産業新聞の編集⻑が務
めるほか、各協賛者には事前に取材を⾏い、各社のアピールポイントを紙⾯化したうえで、フォーラムの参加者に
該当号を無料配付します。さらに、パネルディスカッションの内容はセキュリティ産業新聞の紙⾯および展⽰会の
ウェブサイトにて採録し、イベント会場にとどまらず広く情報の拡散を図ります。

日本経済新聞社、セキュリティ産業新聞社のタイアップで開催



3⽉5⽇〜8⽇ 展⽰会でブース出展
＠東京ビッグサイト

※スケジュールは都合により前後する場合があります。
※展⽰会でブース出展しない場合は、会場内の広告などに変更することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

企画のタイムライン
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本企画は、映像セキュリティをテーマとした国内最⼤のイベント「SECURITY SHOW」を核に、
セキュリティ産業新聞の紙⾯、展⽰会のウェブサイトなど複数のメディアを組み合わせて
協賛社の製品・サービスを総合的に紹介する機会をご⽤意しています。

4⽉10⽇ フォーラム内容をセキュリティ産業新聞に掲載

3⽉8⽇ フォーラム開催
パネルディスカッション／セミナー実施

準備
フェーズ

〜10⽉31⽇ 本企画へのお申し込み

事前告知
フェーズ

12⽉5⽇ 展⽰会のブース位置決定

2018年1〜2⽉ 事前取材（インタビューなど）

2⽉25⽇ 事前特集をセキュリティ産業新聞に掲載

イベント
開催

フェーズ

事後告知
フェーズ

4⽉10⽇以降 フォーラム内容を展⽰会ウェブサイトに掲載。後⽇、メールで来場者にも配信

受講者にも新聞配付



※テーマやタイムテーブルは協賛企業の構成などにより変更になる場合があります。
※聴講者応募は各セミナーごとに申し込みを受付します。会場の定員は100名ですが、⽴⾒により定員以上の聴講も可能です。

10:40〜12:00 パネルディスカッション(80分)：「AIからクラウドまで、映像セキュリティ3つの最新トレンド(仮)」
パネリスト：プラチナ／ゴールドスポンサーより（下記テーマ案から各1名ずつ、合計3名を予定）
ナビゲーター：セキュリティ産業新聞 編集⻑ 野⼝ 勇⼈

フォーラム当日のプログラム構成
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受講料 無料

16:00〜16:30 セミナー(30分)：シルバースポンサー

定員 100名（事前登録により募集、空席があれば当⽇受付もあり）

15:10〜15:40 セミナー(30分)：シルバースポンサー

14:20〜14:50 セミナー(30分)：シルバースポンサー

13:30〜14:00 セミナー(30分)：シルバースポンサー

12:40〜13:10 セミナー(30分)：シルバースポンサー
テーマ①：AI、映像解析

テーマ②：ストレージ、クラウド

テーマ③：IoTセキュリティ

展⽰会期間中に最も多く来場者が⾒込まれる最終⽇にフォーラムを開催。冒頭のパネルディス
カッションで3つの注⽬テーマについて議論を⾏い、その後に各社のセミナーを開催します。
参加者全員に各社の記事が掲載されたセキュリティ産業新聞の特集号を配付。
⾃社が登壇するセッションではアンケートの実施により個⼈情報の収集も可能です。

⽇程 3⽉8⽇（⾦）



展示会場の構成イメージ

協賛スポンサーの展⽰スペースは、なるべく
フォーラム会場から近いところに設けます。

定員100名、映像・⾳響
機材完備のセミナー会場を
展⽰ホール内に設けます。

東京ビッグサイト 東7ホール

展⽰スペース
フォーラム会場

今回で第27回を数える、国内最⼤のセキュリティ総合展「SECURITY SHOW」の会場内に
設ける特設会場でフォーラムを開催します。また、協賛企業のブースは、セミナー終了後の
誘導の利便性を考慮して、原則としてフォーラム会場の近隣にブースを配置します。



協賛パッケージ
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ゴールド･
スポンサー

プラチナ･
スポンサー

シルバー･
スポンサー

広告掲載&パネルディス
カッション

事前
告知記事

展⽰会
(3⼩間)& &

&パネルディス
カッション

事前
告知記事

展⽰会
(2⼩間)&

&セミナー 事前
告知記事

展⽰会
(1⼩間)&

※各スポンサーの募集社数はフォーラムのプログラム構成により上限があります。

採録あり

採録あり

本フォーラムに協賛いただくプラチナ、ゴールド、シルバーの各スポンサーを募ります。
各協賛パッケージは、フォーラムへの登壇、セキュリティ産業新聞での事前告知記事、展⽰会への
出展を基本とし、登壇の形態（パネルディスカッション／セミナー）、採録の有無、展⽰スペースの
⼩間数、広告掲載の有無などが異なっています。



協賛パッケージ
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プラチナ･スポンサー

協賛費⽤ 2,500,000円（税別）

パネルディスカッション参加(採録あり)、事前告知記事掲載、展⽰スペース(3⼩間)、広告掲載など。
内訳： ①本フォーラム冒頭のパネルディスカッションへの参加（80分）

②事前取材に基づき、セキュリティ産業新聞2⽉25⽇号に告知記事を掲載（3段相当）
（フォーラム当⽇、受講者全員に当該号を無料配付）
③パネルディスカッションでの⾃社アンケートの実施 ※任意で個⼈情報の取得可能
④パネルディスカッション内容をセキュリティ産業新聞に採録（4⽉10⽇以降を予定）
⑤パネルディスカッション内容を展⽰会「SECURITY SHOW」ウェブサイトに掲載
⑥展⽰会「SECURITY SHOW」展⽰スペース（3⼩間）
⑦展⽰会場内マップ（20万部発⾏）に広告を掲載（50mm×60mm、4⾊）
⑧セキュリティ産業新聞に5段広告を掲載 ※掲載⽇はご相談により決定

注) 上記料⾦に消費税、ブース装飾費、広告原稿制作費は含まれておりません。

ご協賛特典

&パネルディス
カッション

事前
告知記事

展⽰スペース
(3⼩間)& & 広告掲載

（2種）
採録あり



パネルディスカッション参加(採録あり)、事前告知記事掲載、展⽰スペース(2⼩間)など。
内訳： ①本フォーラム冒頭のパネルディスカッションへの参加（80分）

②事前取材に基づき、セキュリティ産業新聞2⽉25⽇号に告知記事を掲載（3段相当）
（フォーラム当⽇、受講者全員に当該号を無料配付）
③パネルディスカッションでの⾃社アンケートの実施 ※任意で個⼈情報の取得可能
④パネルディスカッション内容をセキュリティ産業新聞に採録（4⽉10⽇以降を予定）
⑤パネルディスカッション内容を展⽰会「SECURITY SHOW」ウェブサイトに掲載
⑥展⽰会「SECURITY SHOW」展⽰スペース（2⼩間）

注) 上記料⾦にブース装飾費は含まれておりません。

協賛パッケージ
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協賛費⽤ 1,500,000円（税別）

ご協賛特典

ゴールド･スポンサー

&パネルディス
カッション

事前
告知記事

展⽰スペース
(2⼩間)&

採録あり



セミナー実施、事前告知記事掲載、展⽰スペース(1⼩間)など。
内訳： ①本フォーラム内でセミナーを実施（30分）

②事前取材に基づき、セキュリティ産業新聞2⽉25⽇号に告知記事を掲載（3段相当）
（フォーラム当⽇、受講者全員に当該号を無料配付）
③セミナーでの⾃社アンケートの実施 ※任意で個⼈情報の取得可能
④展⽰会「SECURITY SHOW」展⽰スペース（1⼩間）

注) 上記料⾦にブース装飾費は含まれておりません。

協賛パッケージ
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協賛費⽤ 800,000円（税別）

ご協賛特典

シルバー･スポンサー

セミナー 事前
告知記事

展⽰スペース
(1⼩間)& &



協賛特典の詳細
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パネルディスカッションおよびセミナーについて
パネルディスカッションへの参加は1社につき1名です。セミナーでは複数の登壇者で構成することも可能です。
いずれも、ご希望により⾃社アンケートの配付をすることができ、記名欄を設けることで個⼈情報を集めることが可能です。
アンケートは事務局スタッフが配付・回収し、その場で協賛社の担当者にお渡しします。なお受講者によるアンケートの
提出は任意となります。

事前告知記事の掲載について
１⽉から２⽉ごろに取材を⾏い、協賛企業を紹介する告知記事（3段相当）を制作します。インタビュー形式など、構成は
ご相談により決定します。事前に掲載内容の確認も可能です。記事の掲載はセキュリティ産業新聞の2019年2⽉25⽇号を
予定しています。

採録の掲載について
パネルディスカッションに登壇いただいた場合、事前に内容を確認いただいたうえで、ディスカッションの内容をセキュ
リティ産業新聞（2019年4⽉10⽇以降）に採録として掲載し、同じ内容をSECURITY SHOWウェブサイトにも掲載します。

展⽰スペースについて
展⽰会「SECURITY SHOW」内に展⽰スペースをご⽤意します。スペースは展⽰会の開催期間である3⽉5⽇から8⽇
までの4⽇間にわたって利⽤可能です。ご⽤意するのは展⽰スペースおよび隣接する⼩間との間に設けられる壁⾯となり、
ブース装飾は各社で⾏っていただきます（事務局でも別途料⾦で⼿配することが可能です）。
ゾーン内の展⽰スペースの場所の割り当ては、フォーラム会場近くのスペースから事務局が割り当てますが、ご希望に
よっては12⽉5⽇に開催する出展者説明会で⾏う抽選会に参加することも可能です。
その他、展⽰に関する詳細は「SECURITY SHOW」出展のご案内に掲載する出展規約に従います。
展⽰スペースが不要な場合は、展⽰会場内の吊り下げバナーや誘導看板といった広告媒体に振り替えが可能です。
詳細は次のページをご覧ください。



展⽰会の出展スペースを1⼩間（3m×3m）
ぶん拡⼤することができます。

オプション
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390,000円（税別）

■追加展⽰スペース（１⼩間あたり）

展⽰スペースが不要な場合は、1⼩間につき下記の広告媒体1点に振り替えすることができます。
■展⽰スペースを広告媒体に振り替え

会場内サイン広告 会場マップ広告



参考資料） ２０１８年開催風景、採録紙面
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SECURITY SHOW 2018 セキュリティソリューションステージ
パネルディスカッションの様⼦

セキュリティ産業新聞 2018年5⽉10⽇号
SECURITY SHOW セミナー採録SECURITY SHOW 2018

展⽰会場内の様⼦



参考資料） ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＳＨＯＷ 開催概要

■会期：2019年3⽉5⽇(⽕)〜8⽇(⾦) 10:00〜17:00（最終⽇は16:30終了）

■会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3-10-1）
■主催：⽇本経済新聞社
■展⽰規模：190社、620⼩間（⾒込み）
■来場者数：72,000⼈（⾒込み）

来場者プロフィール



参考資料） セキュリティ産業新聞 媒体概要

セキュリティ産業新聞は防犯をメインに防災、情報セキュリティ分野まで、
「セキュリティの今」の課題を取り上げます。官・⺠・学の専⾨家のご協⼒
のもとに、政策、予算、市場の動向、新しい技術動向など、セキュリティ関
連企業やセキュリティ業界参⼊を図る企業にとって、必要不可⽋な情報を発
信しています。

購読者層
■発⾏部数 20,000部
■発⾏形態 ⽉2回刊（10⽇、25⽇）
■仕様 ブランケット判・６⾴から



協賛申込書

広告代理店

協賛パッケージ □プラチナスポンサー 2,500,000円（税別）
□ゴールドスポンサー 1,500,000円（税別）
□シルバースポンサー 800,000円（税別）

オプション
オプションのお申し込みをされる場合は、こちらに内容をお書きください。

映像セキュリティテクノロジーフォーラムに下記の通り申し込みます。

申込書送付先：⽇本経済新聞社 イベント事業部（担当：桂） info@securityshow.jp



セキュリティ産業新聞社
編集部

（担当：野⼝）
TEL：03-5282-8882

noguchi@secu354.co.jp

お問い合わせ・お申し込み先

⽇本経済新聞社
⽂化事業局 イベント事業部

（担当：桂）
TEL：03-6256-7355
info@securityshow.jp


