
主催：新潟日報社 新潟県社会福祉協議会上越市社会福祉協議会

共催：上越市

安心できる暮らしを提案
～明日のためにできること、地域共生社会の実現に向けて ～

2019 in 上越

企画協賛のご案内

◎開催日：2019年10月26日(土)
◎会 場：リージョンプラザ上越



 福祉・介護・健康について気軽に相談できるコーナーや、健康・体力測定、ニュースポーツなどの体験コーナーを設けます。

 同時開催事業として、好評の「ノウフクマルシェ」や「パレット上越」等を予定しています。

 名 称 福祉・介護・健康フェア２０１９in上越

安心できる暮らしを提案～明日のためにできること、地域共生社会の実現に向けて ～

 日 時 ２０１９年１０月２６日（土） 午前９時３０分～午後４時３０分（予定）

 会 場 リージョンプラザ上越 インドアスタジアム

 参 加 対 象 福祉・介護・健康に関心のある方、ならびに関係者（入場無料）

 主 催 新潟日報社・新潟県社会福祉協議会・上越市社会福祉協議会

 共 催 上越市

 運営事務局 新潟日報社 広告部

 後 援 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

新潟県、県内市町村社会福祉協議会など（予定）

 来 場 目 標 3,000人 （※来場実績：2018年度：1,621人、2017年：1,372人）

イベント概要

会場：リージョンプラザ上越
インドアスタジアム

開催概要

情報展示コーナー 「地域共生社会」を学び、体験していただけるゾーニングを展開！

 来場者の皆様に、各企業・団体の取り組みや製品などを体験していただくエリアです。出展内容に応じて、下記ゾーン分けをする予定です。

※出店形態によって、ゾーンの配置等が変更になる場合がございます。※ソーン名称が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

医療ゾーン
医療施設・医療団体・医療機器メーカーなど

介護ゾーン
福祉施設・福祉団体・福祉機器メーカー・電動車椅子など

予防・健康ゾーン
介護予防・健康用品・健康器具・食品メーカー・小売りなど

生活支援ゾーン
生活支援サービス・介護保険外サービスなど

住まいゾーン
ハウスメーカー・住宅設備・介護リフォームなど

ステージ・セミナー

 福祉・介護・健康に関する各種セミナーや講演会を実施します。

セミナーブース（定員60名）でも各種セミナーも実施します。

その他コンテンツ

※2019年の講演講師、テーマ等は検討中です。決定次第ご案内いたします

広報・プロモーション計画

 新潟日報（朝刊・assh上越版）

〇 開催約1か月前頃から新潟日報の各種広告で強力に展開

◇ 朝刊 全県版 約44万部、上中越版 約15万部 各種広告

◇ 生活情報紙 ａｓｓｈ上越エリア版 約68,000部 各種広告

■ リーフレット（Ａ４サイズ）・ポスター（A2サイズ）

〇 出展各社をはじめ、後援・関係団体などへ配布予定

■ テレビ／ラジオCM（10月上旬～ 随時） ■ 特設Ｗｅｂサイトなど

（会場レイアウト案）

開催告知 朝刊 全15段カラーポスター／チラシ



出展プランＡ

ご協賛のご案内

出展ブース詳細 １小間スペース＝W2.700mｍ×D1,800mｍ

※パネルによる後壁及び間仕切りを設置。
通路に面した部分の仕切りはありません。

※上記いずれも複数小間利用も可能です。ご相談ください。

◎バックパネル（W2,700×袖W900×Ｈ2,400mm） ×1枚

◎パラペット（H300mm） ×1枚
◎折りたたみ机 / 幕板なし（W1,800×D450×Ｈ700mm） ×1台
◎折り畳みイス ×2脚
◎白布 ×1枚
◎社名版（W900×Ｈ300mm） ×1枚

※電源ほかその他設備は別途費用が必要です。

上記の基本備品に、下記装飾が追加になります
≪パッケージ装飾備品≫

◎パンチカーペット（グレー/W2,700×D1,800mm）----15,000円
◎丸テーブル（600Φ×H700）---------------------------- 6,000円
◎100Wアームスポットライト（＠3,500円×2灯）------- 7,000円
◎100Vコンセント（2口/最大1,500Wまで）------------- 6,000円

パッケージ装飾備品の通常価格合計34,000円の所、パッケージ装飾

コース特別価格27,000円にてご提供致します。7,000円お得！！

基礎備品コース 110,000円（＋税）基本備品コース １ブース： 1０0,000円（＋税）

基礎備品コース 110,000円（＋税）パッケージ装飾コース １ブース： 1２7,000円（＋税）

≪出展事例≫ ※ご紹介している例は、一部になります。出展形式についてはご相談ください。

【セミナー型】【サンプル配布型】

サンプル配布も可能です。
※食品などは事前に内容を確認させていただ

く場合がございます。

セミナー形式でＰＲも行ってい

ただけます。（写真は２ブース）

【通常出展型】

貴社商品のＰＲや相談コーナー

にもご使用いただけます。

【体験コーナー型】

貴社の商品を来場者に体験して

いただきながらＰＲが可能です。

出展プランＢ

スペース小間詳細 １小間スペース＝W2.700mｍ×D1,800mｍ

単位：mm

※4小間以上

◎基本備品：土間渡し のみ

◎上記のように4小間以上でお申込みください

◎施工が必要な場合は料金が掛かりますので別途ご相談ください

スペース小間コース

４小間
（W5,400×D3,600mm）

６小間
（W5,400×D5,400mm）

８小間
（W5,400×D7,200mm）

◎4小間 300,000円（＋税） ※約15,432円／㎡

◎6小間 390,000円（＋税） ※約13,374円／㎡

◎8小間 440,000円（＋税） ※約11,316円／㎡

※ 基本備品なしの、スペース小間タイプのご案内となります

出展者情報の掲載について

新潟日報社AA-00
サンプル
提供

あり

この文章はダミーです。協賛

社様の商品やサービス、強み

をPRいただけます。画像も

使用可能です。

〇 出展者情報の掲載について

〈新潟日報朝刊特集紙面〉

・ご出展者様の情報は、開催直前の新潟日報朝刊紙面など、

各種広報物に掲載させていただきます

（広報物）

・新潟日報 朝刊 特集紙面

・生活情報紙 ａｓｓｈ上越エリア版

・当日会場案内図

・特設ホームページ（リンク可能）などを予定



紙面協賛プラン

ご協賛のご案内

① 新潟日報 朝刊 福祉・介護・健康フェア上越会場 特集

発行日：2019年10月中旬 発行部数：約44万部

広告スペース

（名刺広告） 2段1／8： 50,000円（税別）
（天地：69ｍｍ☓左右：46mm）

（フリー広告）2段1／4：100,000円（税別）
（天地：69ｍｍ☓左右：95mm）

2段1／2：200,000円（税別）
（天地：69ｍｍ☓左右：192mm）

《協賛金額》※原稿制作費は別途かかります ※下記はモノクロ料金となります

２段１／８

② 上越ａｓｓｈ「福祉・介護・健康フェア」特集紙面

広告
４段1/2

広告
４段1/2

広告
全４段

福祉・介護・健康フェア

特集

巻頭見開き特集（予定）

発行日：2019年10月10日（木） 発行部数：約6.8万部

（フリー広告）4段1／2： 70,000円（税別）
（天地：125ｍｍ☓左右：123mm）

全4段 ：140,000円（税別）
（天地：125ｍｍ☓左右：250mm）

《協賛金額》※原稿制作費は別途かかります ※カラー広告となります

※ その他の広告スペースもございます。詳しくはお問い合わせください。
※ 掲載日、体裁は変更になる場合がございます。予めご了承ください

（名刺広告例）

①当イベント事業告知を兼ねた特集内にご賛同いただいた広告協賛社様の名刺広告またはフリー広告を掲載いたします。

②御社のＣＳＲ活動や、社会福祉の観点に根ざした企業活動を一般読者はもちろん、医療・介護業界関係者まで、広くＰＲいただけます。

広告協賛プランのご協賛メリット

＜協賛申込み方法・出展条件＞

【申込方法】

□「出展申込書」に必要事項を記入・捺印し、運営事務局（新潟日報社広告部）宛にご提出ください。

□ 本企画のお申込締切は2019年8月30日（金）までとなります。

□ 開催趣旨・目的に沿わない場合は、または、法令・条例等に違反するまたはそのおそれのある場合もお断りすることがあります。

【ブース出展について】

□ ブース出展場所は、情報展示コーナー内とし、出展者説明会時の抽選で決定させていただきます。

□ 出展者プランＢは、スペース渡しとなります。施工等で運営事務局でのサポートが必 要な場合はご相談させていただきます。

【新聞広告原稿の提出について】

□ 広告原稿は、2019年９月30日（月）までに運営事務局宛にご提出ください。なお、広告原稿の制作・修正・校了確認作業は弊社営業担当を通じて行

わせていただきます。

【その他】

□ ブース出展は、予定出展者数（スペース）に達し次第、申込受付を終了させていただきます。

□ ９月中旬に出展者説明会を開催する予定です。詳細は決定次第ご連絡いたします。

□ お支払いにつきましては、運営事務局または取扱い広告代理店から請求書を発行致します。指定の銀行口座に協賛料金全額をお振込みください。

□ 振込手数料につきましては、ご協賛者様にてご負担をお願い申し上げます。ご了承ください。

【キャンセル料について】

□申込後の出展キャンセルは協賛料金の80％、出展者説明会後のキャンセルは協賛料金の全額（100％）とさせていただきます。

《お申し込み・お問い合わせ》

新潟日報社 広告部 〒950-8535 新潟市中央区万代3丁目1-1

TEL025-385-7473 FAX025-385-7476 E-mail fukushi@niigata-nippo.co.jp

営業担当：吉澤 運営担当：安藤

上越支社業務部 〒943-8545 上越木田1丁目2番4号

TEL025-523-9710 FAX025-523-9710 担当：佐藤・古俣


