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協賛セミナーとは
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自動車業界の新規顧
客開拓

集客の困難なテーマ
でも広い顧客へリー

チ

メディアを活用した
広範囲アピール

協賛セミナーとは
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弊社では、CASEやMaaSスマートシティといった、「モビリティの今」をとら
えるBtoBセミナーを毎月開催しており、このセミナーにて貴社技術やサービス
などをアピールすることのできる「協賛型無料セミナー」を展開しております。

・セミナーへの協賛
・自社の登壇者手配

貴社
イード

レスポンスなどで、自動車関連企
業の方々を集客再度アプローチ可
能なように
参加者名簿を提供

テーマ関連の登壇者を手配
セミナー集客力をUP

オンラインセミナー
の実施手配今までの
実施ノウハウを生か
しスムーズに運営
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協賛セミナーとは

20年を超える歴史を持つ「自動車ニュースメディア」レスポンスは、様々な自動車関連業界
の方々でかつ感度の高いユーザーを抱えております。

協賛セミナーでは、このレスポンスで告知・集客を行うため、上記の方々のようなユーザー
を集客可能です。

過去にはスマートシティのテーマで1000人以上にご参加をいただきました。

リモートワークの浸透により、自宅等で視聴できるオンラインセミナーが大変好評いただい
ており、多くの参加者が集まります。

CASEやMaaSスマートシティといった、「モビリティの今」をとらえるBtoBセミナーを毎月
開催しておりますので、アピールしたいテーマの関連登壇者を招聘し、より集客力のあるセミ
ナーを企画することが可能です。

現在までに数百名の講師に登壇していただいております。

セミナーだけでは、商談など次への展開が難しいのではないかという意見をお持ちのご担当
者様のために、事前の資料配布や参加者名簿のご提供はもちろん、半永久的に残るレスポン
スでのインタビュー記事など様々なプランをご用意しております。

自動車業界の感度の高いユーザーを集客可能…過去1000人越えのセミナーも開催

過去の人脈から様々な講師を招聘可能

資料配布や参加者の名簿のご提供など「次」につながる手段を
ご用意
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エヌ・ティ・ティ・データ ニッポンレンタカーサービス 宇都宮市 芝浦工業大学 日本航空電子工業

オートネットワーク技術研究所 ネイチャー・ジャパン 横浜市 秋田県 日本総研

オリックス自動車 ネクスティエレクトロニクス 岡山大学自然科学研究科 住友三井オートサービス 日本総合研究所

グリー パーク24 科学技術振興機構 住友商事 日本大学大学院理工学研究科

コガソフトウェア パイオニア 鎌倉市 住友商事パワー＆モビリティ 日本電気

ジェイテクト バイタルリード 関西電力 住友電気工業 日本電気通信システム

ジョルダン パシフィックコンサルタンツ 関西文化学術研究都市推進機構住友理工 日本電信電話

スズキ パナソニック 京セラ 小田急電鉄 日本都市計画化協会

スマートシティ・インスティテュート
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン

京セラコミュニケーションシス
テム

新エネルギー・産業技術総合開発
機構

日本特殊陶業

ゼット・エフ・ジャパン ヒタチキャピタル 京浜急行電鉄 日本熱供給事業協会 日立オートモティブシステムズ

ゼンリン ファナック 共同印刷 日本無線 日立キャピタル

ソフトバンク フォスター電機 新潟市 水道技術研究センター 日立コンサルティング

ダイハツ工業 フォルクスワーゲングループジャパン 九州産交バス 清水建設 農林水産省

つくば市 フジクラ 九州先端科学技術研究所 日立化成 不動産経済研究所

デジタルガレージ ブリヂストン 九州旅客鉄道 日立製作所 富士ゼロックスシステムサービス

デルフィス ふるさと創生研究開発機構 慶應学術事業会 富士ゼロックス大阪 豊田合成

デロイトトーマツコンサルティング ボッシュ 西日本電信電話 富士通 豊田自動織機

デンソー ポリテック・エイディディ 西日本旅客鉄道 富士通エレクトロニクス 北海道科学大学

デンソーテン ホンダトレーディング 静岡市 不動産協会 堀場製作所

トヨタ自動車 ホンダモビリティソリューションズ 建設技術研究所 千葉市 本田技研工業

トヨタ自動車九州 マクニカ 積水化学工業 川崎重工業 本田技術研究所

トヨタ車体 マスターカード・ジャパン 仙台市 損害保険ジャパン 名古屋市

ナビタイムジャパン マツダ 広島県 損保ジャパン 名古屋市立大学

三井不動産 みずほ情報総研 構造計画研究所 大阪市 名古屋大学

三井物産 メルセデス・ベンツ日本 国際経済研究所 大阪市立大学 矢崎総業

三菱ケミカル ヤフー 国際航業 大成建設 邑計画事務所

三菱自動車工業 ヤマハサウンドシステム 国土交通省 大東エンジニヤリング 和歌山市

三菱商事 ヤマハ発動機 埼玉医科大学 大日本コンサルタント 大和自動車交通

三菱総合研究所 ルネサスエレクトロニクス 三井住友カード 大日本印刷 筑波大学

三菱地所 三菱電機エンジニアリング 三井住友海上火災保険 大分県 中部経済連合会

三菱電機 朝日新聞 三井住友建設 大分大学

・・・etc220社以上

視聴者所属企業
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プランA 500,000円

• セミナー企画、実施

•資料の配布

•協賛社名の記載

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランB 700,000円

• セミナー企画、実施

•登壇者枠のご用意

• 資料の配布

•協賛社名の記載

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランC 1,200,000円

• セミナー企画、実施

•協賛社名の記載

•資料の配布

•参加者名簿のご提供

•登壇者枠のご用意

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランD 1,700,000円

• セミナー企画、実施

•協賛社名の記載

•資料の配布

•参加者名簿のご提供

•登壇者枠のご用意

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

•インタビュー記事の実施

セミナーを新たに企画する場合 メニュー詳細
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既に企画済みのセミナーにご協賛いただく場合 メニュー詳細

プランA 300,000円

• 資料の配布

• 協賛社名の記載

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランB 500,000円

•登壇者枠のご用意

• 資料の配布

•協賛社名の記載

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランC 1,000,000円

• 登壇者枠のご用意

•資料の配布

•参加者名簿のご提供

• 協賛社名の記載

•登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載

プランD 1,500,000円

• 登壇者枠のご用意

•資料の配布

•参加者名簿のご提供

•協賛社名の記載

•インタビュー記事の実施

• 登壇者の背景画像に貴社ロゴを掲載
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ご検討のほど宜しくお願い申し上げます

◼ お問い合わせ先

株式会社イード メディア事業本部 5G/MaaSビジネス開発部

https://www.iid.co.jp/contact/event_contact.html

すべての人に最高のユーザーエクスペリエンスを！

We are the User Experience Company.
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