
プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018 
 

ご協賛のお願い 
2018年 09月 04日 

  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、私たち「プロダクトマネージャー・カンファレンス実行委員会」は、来たる 2018年 11月 06日（火）
～07日（水）の 2日間にて、主題のイベントを開催する運びとなりました。本イベントに貴社のご協賛をご検
討いただきたく、お願い申し上げます。 
 
 
■ イベント主旨 
 
日本におけるプロダクトマネジメントに関わる人やそれを目指す人が集う機会を設けるため、本年も、プロダク
トマネージャー・カンファレンスを開催する運びとなりました。 
 
プロダクトマネージャーという職種の認知を高め、プロダクトマネジメント業務に携わる人々が情報や意見を交
換することで共に学ぶ場を持つことが、創造性や先進性に富んだものづくりを行うには重要です。その場を提供
するべく、プロダクトマネージャー・カンファレンスは企画されています。 
 
おかげさまで、昨年は来場申し込み約 400名と大変盛況となり、数々のメディアでも取り上げていただきまし
た。本年は、日本におけるプロダクトマネジメントをより広め、より深めることを目的とし「愛されるプロダク
トを創ろう」というサブタイトルを掲げて企画を行なっております。 
 
[ご参考] 過去のオフィシャルサイト： http://2017.pmconf.jp/ http://2016.pmconf.jp/ 
 
 
■ イベント概要 
 

企画名 プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018 ～愛されるプロダクトを創ろう～ 

開催日時 
（2日間） 

2018年 11月 06日（火）10:00～18:00 
2018年 11月 07日（水）10:00～18:00 

開催場所 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 
(住友不動産秋葉原ビル ベルサール秋葉原 2F HALL) 

Webサイト http://2018.pmconf.jp/  

参加対象 IT関連企業、ユーザー企業に所属されるソフトウェア開発のプロダクトマネージャー、
プロダクトオーナーの方 

主催 プロダクトマネージャー・カンファレンス 実行委員会 

運営事務局 株式会社メジャース 

参加人数 650名予定 ※昨年実績：471名 

参加費 通常 9,500円（税込）／ 早割 6,500円（税込） 

 
 

http://2017.pmconf.jp/
http://2016.pmconf.jp/
http://2018.pmconf.jp/


■ 協賛スポンサーメニュー 
 

メニュー プラチナ ゴールド シルバー ドリンク 

スポンサー 
ご協賛費 ※1 

100万 
完売いたしました 50万 30万 飲料 

200本以上 

30分講演枠 ○ 
（MAX 10枠）  × × 

15分講演枠 × Option +30万 
（MAX 4枠） × × 

5分講演枠 × Option +20万 
（MAX 4枠） × × 

申込者リストご提供 ○ ○ × × 

動画上映 ※2 ○ ○ × × 

ブース × × × × 

事後アンケート 
設問設定 

設問一つ 
設定可能 

設問一つ 
設定可能 × × 

アンケート 
集計結果提供 

※個人情報は含みません 
○ ○ × × 

カタログステッカー 
封入 ※3 

○ 
700部 

○ 
700部 

○ 
700部 × 

ジョブボード掲載 ※4 ○ ○ ○ ○ 

企業名読み上げ ○ ○ ○ ○ 

ロゴの掲載 ○ ○ ○ ○ 

無料チケット 
2日間 ※5 2枚 1枚 1枚 1枚 

  
※１ 飲料の送料は、ご負担ください。 
※２ CM動画や CLR動画を、午後の比較的長い休憩時間帯に２日間とも上映いたします。 
※２ 30秒程度の動画を想定しております。 
※３ A4大の袋に入る大きさでお願いいたします。 
※４ サイト上にジョブボード欄を作成し、そこにプロダクトマネージャーの求人へのリンクを掲載します。 
※４ ジョブボード掲載順については、以下の申込順とさせていただきます。 
    ・プラチナ→ゴールド→シルバー→ドリンク 
※５ 無料チケットは、お客様等への譲渡可能です。 

ただし、有償で再販することは、禁止させていただきます。 
※５ 講演者は、無料チケットとは別に入場いただけます。 
 



【協賛スポンサー申込書】 
 
下記フォームに必要事項をご記入のうえ、Eメールにてお申し込み先に記載の宛先までお申し込みください。 
 
 ■スポンサー名  ※Web などへの掲載用名称をご記入ください。 

フリガナ  

会社／団体名  

ロゴクリック時 
遷移先 URL 

 

ロゴデータ URL  

  ※ロゴデータをインターネット上で公開していない場合は、Eメールにロゴデータを添付してください。 
 
 ■ご担当者  ※事務局からの連絡および請求書送付窓口 

会社／団体名  

ご所属  

お名前  

お役職  

Eメール  

住所 〒 
 

TEL  

 
 ■ご希望のメニューに☑を入れ、協賛口数を記入してください 

協賛メニュー チェック
欄 

プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018 プラチナスポンサー 30分登壇枠 100万 完売いた
しました 

プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018ゴールドスポンサー 

15分登壇枠 80万  

5分登壇枠 70万  

登壇枠なし 50万  

プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018シルバースポンサー 登壇枠なし 30万  

プロダクトマネージャー・カンファレンス 2018ドリンクスポンサー 登壇枠なし 飲料 200本以上  

 
＜お問い合わせ・お申し込み先＞ 
 プロダクトマネージャー・カンファレンス 運営事務局 
 担当：稲垣 佑馬（株式会社メジャース 内） 
 Eメール： info@pmconf.jp 
 

mailto:info@pmconf.jp


【注意事項確認書】 
 

1. 協賛スポンサー社名について 
協賛申込書に記入された協賛社名は、本イベントの告知広告、公式Webサイト、当日配布資料などに掲載
される場合がありますので、必ず正式社名（または団体名）をご記入ください。 
 

2. 協賛スポンサー契約の成立について 
協賛社が協賛申込書を提出し、主催者がそれを受理した日をもって、協賛契約の成立とします。 
 

3. キャンセルについて 
お申込後の取消は、原則お受けいたしかねます。お申込後に取消があった場合は申込総額の 100％の 
キャンセル料を申し受けます。 

 
4. スポンサーご協賛費のお支払いについて 

各スポンサー様へのご請求書をお申し込み後、送付させていただきます。 
お振込手続きをお願いいたします。 
 
■お支払期日  ：2018年 9月 28日（金） 
※お支払いは、銀行振込にてお願いいたします。また、振込手数料は、御社ご負担でお願いいたします。 
※ご請求先がお申込み社名以外（代理店等）の場合は、「請求先変更依頼書」を送付させて 
いただきますので、事前に事務局までご連絡願います。 

 
5. 開催の中止について 

天災、その他不測の事態により、イベントの開催が困難な状況が発生した場合は、主催者の判断によって 
会期の変更、もしくは開催を中止することがあります。 
主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他の責任を一切負わないものとします。 
 

6. 損害賠償責任について 
主催者は、理由の如何を問わず、協賛社及びその関係者が、会場を使用して協賛することを通じて被った 
人身及び財物に対する障害、損害等に対して一切の責任を負いません。 
主催者は本イベントにおける一切の制作物の中に生じた誤字、脱字に関する責任は追わないものとします。 
 

7. 写真・ビデオ撮影について 
本イベントにおける写真・ビデオ撮影等は記録のために行っております。 
ただし、許可をいただいたものに限り、WEB等に一部掲載する可能性がありますので 
予めご了承ください。 
 

8. ご提供いただく個人情報について 
ご提供いただく個人情報は以下の目的にのみ利用し、それ以外での利用目的の合理的な範囲を 
超えて利用いたしません。 
・スポンサーメニューに関する内容確認のご連絡 
・本イベントの運営・進行 
・取得情報に関するお問い合わせへの対応、必要事項のご連絡 
 

9. 申込者リストのご提供について 
申込者リストのお渡しは、開催終了後の 5営業日後を予定しております。 


