平成 28 年 9 月 5 日
マルチ GNSS アジア
共同議長 加藤 照之
クリス・リゾス
第 8 回マルチ GNSS アジアカンファレンスへの協賛金・出展のお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上
げます。
さて、今年も第 8 回マルチ GNSS アジア（MGA）カンファレンスを 11 月 14 日から 16 日の 3 日
間、フィリピン共和国マニラ首都圏のソフィテルフィリピンプラザマニラで開催する運びとなりまし
た。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
今年度は、同時期に同場所で実施される第 23 回アジア太平洋地域宇宙機関会議（APRSAF-23）と共
同セッションを開催し、産官学連携の機会やビジネスマッチングの機会をご用意しております。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、マルチ GNSS アジアの活動の趣旨をご理解いただき、ご
賛同いただいた上でご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。
なお、ご協賛・出展の内容の詳細につきましては、4 つの異なる仕様となっておりますので、何卒よ
ろしくご検討のほどお願いいたします。11 月の第 8 回マルチ GNSS アジアカンファレンスへの協賛・
出展を心よりお待ちしております。
敬具
記
１．協賛・出展金額：（詳細は別紙 1 参照）
協賛・出展金額
※早期締切適用
（2016/9/16 まで）

ダイヤモンド

プラチナ

ゴールド

シルバー

1,030,000 円

515,000 円

309,000 円

103,000 円

515,000 円

309,000 円

154,500 円

51,500 円

※ 1 ドル約 103 円で換算（9/5 適用レート）
２．申込用紙： 別紙２をご利用ください。
３．募集期間： 平成 28 年 9 月 16 日（金）まで（早期締切）
４．納入方法： 申込みいただいた後に、事務局より個別にご連絡させていただきます。
５．問い合わせ先：
MGA カンファレンス事務局 担当：佐藤・若林
Tel: 050-3362-7163
E-mail: mgac2016@multignss.asia
以上

別紙 1
Diamond

fee

Base
(Early-bird Registration
by

Publicity

16th

Platinum

Gold

Silver

10,000 USD

5,000 USD

3,000 USD

1,000 USD

(5,000 USD)

(3,000 USD)

(1,500 USD)

(500 USD)

September)

Program Booklet (A4)

Full colored

Full colored

Full colored half

Gray scale

whole back/

whole page ad

page ad (at the

quadrant size

inside cover ad

(at the

sponsors’

ad (at the

sponsors’

section).

sponsors’

section)
Company Logo featured

section).

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

30 seconds

20 seconds

10 seconds

5 seconds

Yes

Yes

Yes

No

Yes (3 m x 4 m)

Yes (2 m x 3 m)

Yes (2 m x 2 m)

Yes (poster

on the MGA website
Logo on conference
carryall bag
Video loop (play back
during plenary session
breaks)
Company brochure
inclusion in conference kit
Booth size allocated on floor plan

board and
table only)
Right to host the session*1

Certificate of sponsorship

1 hour at the

30 minutes at

conference hall

the booth area

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Floor Plan

Booth Design and Details (Photo of Booth, Other facilities for the booth)
Supply of booth shell with following
components per booth:
-

White panels with silver alum system
frames

Sample photo of the booth
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Early Bird Deadline: Friday, 16 September 2016
Company / Organization Name
Sponsorship Level

 Diamond (10,000 USD; EB 5000 USD)
 Platinum (5,000 USD; EB 3000 USD)
 Gold (3,000 USD; EB 1500 USD)
 Silver (1,000 USD; EB 500 USD)

Booth No. (For Platinum/ Gold
Sponsor Only)
Contact Person
Contact Number (TEL)
E-mail Address

Application
Procedure

1. Booth selection is on a first-come-first-served basis.
2. After we receive the application form, we will help you proceed with
the sponsorship fee payment. Your reservation will be confirmed
and you will receive an invoice for the reserved area after the
payment procedure.
3. Please send the application form and company logo to MGA
conference secretariat via E-mail (mgac2016@multignss.asia)
4. When you register until September 16, it will be early discount
(EB rate) is applied.

