
　本年も大阪南港ATCホールにて、6月12日（水）～14日（金）の3日間にわたり、第28回目となる「SIGN EXPO 2013 広告資機材見本
市」を開催いたします。
　経済不況が長引く厳しい環境の中でも、商品のデジタル化はますます加速し続け、人と人との距離・時間を一段と縮めて瞬時に情報の
出入りが可能になりつつあります。SIGN業界にも例にもれずデジタル化の波が押し寄せ、それに伴う技術、手法も並行して進化させ、クラ
イアントの要求に最大限に応えることが出来る様に日々 たゆまぬ努力を積み重ねております。今回も出展社様、来場者様のため、業界の活
性化のため「新たなるJIDAI（時代）を創る！ D・e・SIGN ～Display・eco・SIGN～」をテーマとして、最新の商材・情報を提案いたします。
　このサイン業界で西日本最大の展示会は、出展社様と来場者様の交流により商材・情報・技術を通じて常に新しいビジネスを創出して
まいりました。この展示会に是非ご参加いただき、自社のビジネスチャンスにご活用くださいます様ご案内を申し上げます。

近畿屋外広告美術組合連合会
SIGN EXPO 2013 実行委員会

■展示小間の決定

■そ　　の　　他

◆事務局 ■申し込み締切り　2013年3月29日（金）
　（規定小間数に達した場合は先着順で締切らせていただきます）
　別添の出展申込書に必要事項を明記し、社印・代表者印を捺印の
　上、左記事務局までご郵送または FAX、PDFの添付によるメール送
　信でご提出ください。（出展申込書はHPからダウンロードできます）

◆口座名　近畿屋外広告美術組合連合会
◆銀行名　三菱東京UFJ銀行　上六支店（普通1382926）
■出展小間料は2013年4月30日（火）までに上記銀行口座にお振込み願います。
　（振込手数料は出展社様のご負担になります。）

近畿屋外広告美術組合連合会
〒543-0072　大阪市天王寺区生玉前町5-31-401
TEL.06-6776-8118  FAX.06-6776-8055
http://www.sign-expo.com/
E-mail  info@sign-expo.com

基礎小間（システムパネル）
●小間使用料
●小間仕切壁、基本内装料
　（壁紙・社名・ブースNo.表示）
●テーブル1台、パイプ椅子2脚
●出展社入場証
●ガイドブックへの記載
●ホームページへの掲載

特 別 展 示
第46回SDA賞パネル展

出　展　要　項

出展のお申し込み・お問い合わせ先

来 場 者 に つ い て

出 展 社 に つ い て

広 告 に つ い てセ ミ ナ ー に つ い て

レンタル装飾オプション（有料）

○その他、ご相談により各種オプションを
　ご用意いたします。

①バックパネル
　　・サイドパネル
②パラペット
③カーペット
④各種表示パネル
⑤スポット・蛍光灯

⑥音響機器
⑦コンセント
⑧受付カウンター
⑨テーブル（各種）
⑩小間内清掃

パラペット

スポット
ライト

コンセント

カーペット

蛍光灯

オプション内容

デジタルサイネージ、デジタ
ルプリンター、LEDの紹介か
ら環境、節電、安全性をテー
マにした講義と施工体験等
の各種セミナーを実施いた
します。

①デジタルディスプレイ／
　デジタルサイネージ、インフォメーションディスプレイ
②プリンティングシステム／
　大型・中型デジタルプリンター、レーザープリンター
③各種メディア／
　インクジェットメディア、顔料、染料、各種インク
④フィルム／
　マーキングフィルム、ガラスフィルム、ラミネートフィルム、
　その他高性能フィルム各種
⑤LED／
　LEDモジュール、LEDサイン、LEDライティング、バックライト

⑥加工・制作システム／
　レーザー加工機、CNC加工機、ラミネート加工機、彫刻機、
　CAD/CAMシステム、各種銘鈑、チャンネル文字、切文字
⑦ライティング／
　ライトパネル、導光板、電光掲示板
⑧販促ツール／
　旗、のぼり、横断幕・懸垂幕、POP資材、その他SPツール
⑨ディスプレイ資材／
　イベント・舞台資材、什器各種
⑩その他／
　エコロジーサイン、造型看板、木彫り看板、モニュメント、
　工作機械、工具全般、景観材、関連資材　他　　

〈出展アイテム〉

〈1. SIGN EXPO2012 来場者数〉　（ 　）は前々回人数

・サイン・看板・ディスプレイ製作・施工業者
・印刷・広告業関係者
・建築・設計・デザイン事務所関係者
・商社・流通・小売業関係者
・小売店等商業施設の設備・管理責任者
・官公庁・各種団体関係者　　その他

〈2. SIGN EXPO2012 来場者の主要な内訳〉
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開　催　概　要
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名　称
会　期

開催場所
入場料
主　催
共　催

SIGN EXPO 2013 （第28回広告資機材見本市）
2013年6月12日（水）～14日（金）　3日間
午前10時～午後5時
ATCホール　　大阪市住之江区南港北2-1-10
無　料
近畿屋外広告美術組合連合会
一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会　
大阪屋外広告美術協同組合（大広協）　
京都府広告美術協同組合（京広美）　
奈良県広告美術塗装業協同組合（奈広塗）　
滋賀県広告美術協同組合（滋広美）　
和歌山県屋外広告美術協同組合（和広美）　
兵庫県屋外広告美術協同組合（兵広美）

後　援

協　賛

協　力

近畿経済産業局　大阪府　大阪市　大阪商工会議所
（財）大阪デザインセンター　
（公財）関西・大阪21世紀協会

大阪デザイン団体連合・（社）日本商環境設計家協会・（社）総合デ
ザイナー協会・大阪ディスプレイ（協）・関西ネオン工業（協）・大阪
広告美術（協）・関西プラスチック資材商業（協）・（株）総合報道・
（株）塗料報知新聞社・電材流通新聞社・（株）マスコミ文化協会・
（株）MICEジャパン
（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

出展料（基礎小間料金）
1小間（3m×3m） 200,000円

組合員・賛助会員 180,000円 ［消費税別・電気使用料別途］
［消費税別・電気使用料別途］

出展申込順位、小間数、出展機種、全体の構成等を考慮し、
主催者側で決定します。出展位置等については、指定できま
せん。ご了承ください。
喫茶コーナー（有料）をご用意いたします。
出展物の展示、搬入、その他詳細事項につきましては、後
日出展説明会を開催し、ご案内いたします。
尚、裏面の出展規約を熟読いただきますようお願いいた
します。

■小　間　規　格
■展　示　方　法

■出  展  小  間  数

1小間＝間口3m×奥行3m×高さ2.5m
並列小間またはブロック（独立）小間とし、ブロック
小間希望の場合6小間以上とします。
120小間（予定）

公式ガイドブックへの広告掲載を募集いたします

※詳しくは事務局までお問い合わせください

カラー1面　50,000円／80,000円（各税込）

〈SIGN EXPO2010 ～2012 出展社一覧〉
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アイケーシー株式会社
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
アサヒ繊維機械株式会社
株式会社アート清水
有限会社アミューズ
アリストジャパン株式会社
株式会社アルテ
有限会社今城ネオン製作所
株式会社インサイト
株式会社インターコスモス
上野山機工株式会社
株式会社梅電社
エイ・アイ・エル株式会社／
　アイライト株式会社
株式会社Ｓ．Ｉ コーポレーション
株式会社エーゼット企画
株式会社エー・ピー・エス
エーピージャパン株式会社
株式会社FM．Bee
エプソン販売株式会社
エ・リアル西日本
株式会社ＬＥＤグロー
株式会社オミノ

株式会社キヌガワ
極東産機株式会社
岐阜プラスチック工業株式会社

株式会社グリーンハウス
株式会社GLORY
株式会社ケイエヌトレーディング
有限会社ケイクリエイトデザイン
コムネット株式会社
コーワ化成株式会社

株式会社サインタック
株式会社三協商会
株式会社サンケイコーポレーション
サンコー企画株式会社
三和サインワークス株式会社
上西産業株式会社
SEAL
株式会社新工
株式会社新星社
住友スリーエム株式会社
株式会社スリーライク
株式会社セイコーアイ･インフォテック
株式会社セイビ堂
ZESTテック株式会社
セルカム株式会社
SOLARI  CORPORATION（台湾）

株式会社第一広房
株式会社大韓トランス
株式会社大同
太陽精機株式会社ホリゾン事業部

株式会社髙天
株式会社DSメタル
ディリージャパン株式会社
株式会社テクノロジック
展仝企業有限公司（台湾）
株式会社東具
株式会社東洋鋳銅銘板
常磐精工株式会社
トロテック・レーザー・ジャパン株式会社

株式会社中川ケミカル
西尾レントオール株式会社
有限会社日英ジャパン
ニチレイマグネット株式会社
株式会社ニチブツ関西
株式会社ニッケンハードウエア
株式会社ニップコーポレーション
日本製図器工業株式会社
株式会社日本ソフトウェアサービス
日本ヒューレットパッカード株式会社

パイオテック株式会社
ハイテッククリエイツ株式会社
有限会社ハタヤ
ピカコーポレイション
株式会社プラタ
プリンス電機株式会社／
　大阪プリンス電気株式会社

株式会社ポップ工芸

株式会社マスターマインド
株式会社丸昌
株式会社ミマキエンジニアリング
MUTOH
明拓工業株式会社
メイトウ株式会社
元木工業株式会社
株式会社モリモト広告

　
安田精工株式会社
ＵＮＩＯＮ  ELECOM  CO.,LTD（韓国）
ユニット株式会社
株式会社ユーボン
株式会社ヨコハマシステムズ

リンテックサインシステム株式会社
株式会社ルキオ
レーベル株式会社
ローランドディー．ジー．株式会社
有限会社ランスロットグラフィックデザイン

和田商店

昨年度風景施工実演

新たなるJIDAI（時代）を創る！D・e・SIGN 　
13,399人（10,925人） 近畿屋外広告美術組合連合会が全国に向けて

強力に来場勧誘いたします
①近畿地区の組合加入事業所約700社を通じて来場勧
　誘。また全国の組合にも招待状を配布し、来場勧誘を
　全国規模で強力に推進します。
②関係団体または関係官庁等にも招待状を送付し、関連
　業界からの来場も広く推進します。
③業界の専門紙、専門雑誌にも記事、広告を掲載依頼
　し、ＨＰ等で広く全国に開催を周知します。

〈3. 広報・宣伝活動〉


