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CEATEC 2019

主 催：CEATEC 実施協議会
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）
一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

人材育成企画
参加のご案内

主催団体会員企業は
CEATEC非出展でもご参加いただけます。
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学生をステークホルダーに
位置付けた展示会に変革

•普段接する機会の少ない企業や技術を直接、「視て」
「聴いて」「感じて」「考えて」 もらい、キャリア教育に活用
していただきます。

学生のメリット

•就職先の対象に組み込んでもらうことを目指し、「業界の
イメージアップ」「企業の認知向上」の機会として活用して
いただきます。

企業のメリット

CEATECを
業界のオープンキャンパスとして
活用しましょう

学生の来場10,000名
を目指します

2018年の来場実績
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展示ホール内に
学生交流ラウンジを設置します
CEATECは、幅広い分野のIoTに関係する企業が
一堂に集まり、最新の動向や情報を発信する場です。
デジタルネイティブ世代と言われるいまの学生たちに
とっても、体験的に最新のIoTテクノロジーに触れる絶
好の機会であり、また、IoTに対して真剣に向き合い、
感じ、考える空間として貴重な場でもあります。
CEATEC 2019 《学生交流ラウンジ》は、様々な産
業分野で未来を担う貴重な《明日のIoT人材》とな
る学生たちが、会場内で体験し、感じ考えたことを踏
まえながら、自分たちのための空間として出展者との
出会いや交流を行える場です。
同時に企業にとっても、学生たちに自社をアピールし
《明日のIoT人材》を発見・発掘する場として活用す
ることができます。
《明日のIoT人材》が集い交流する場＝CEATEC 
2019 《学生交流ラウンジ》に是非とも参加いただき
ご活用ください。
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学生交流ラウンジ
レイアウト イメージ

展示エリア
①企業ポスター展示
②テーマ展示（自動車用半導体・電子部品）

学生インフォメーション
（コンシェルジ）

オープンステージ
・CEATEC見学ガイダンス

・業界研究セミナー

・トップリーダーと学生の対談

Meet-upエリア

・先輩社会人との交流

・展示ブースのガイダンス
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参加募集①
オープンステージ プレゼン

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
10:00-10:20

10:20-11:20 企画セッション
15-1

企画セッション
16-1

企画セッション
17-1

企画セッション
18-1

11:20-11:30
11:30-11:50 スポンサー15-1 スポンサー16-1 スポンサー17-1 スポンサー18-1
11:50-12:00

12:00-13:00 企画セッション
15-2

企画セッション
16-2

企画セッション
17-2

企画セッション
18-2

13:00-13:10
13:10-13:30 スポンサー15-2 スポンサー16-2 スポンサー17-2 スポンサー18-2
13:30-13:40

13:40-14:40 企画セッション
15-3

企画セッション
16-3

企画セッション
17-3

企画セッション
18-3

14:40-14:50
14:50-15:10 スポンサー15-3 スポンサー16-3 スポンサー17-3 スポンサー18-3
15:10-15:20

15:20-16:20 企画セッショ
15-4

企画セッション
16-4

企画セッション
17-4

企画セッション
18-4

16:20-16:30
16:30-16:50 スポンサー15-4 スポンサー16-4 スポンサー17-4 スポンサー18-4
16:50-17:00

全体プログラム

募集枠

募集枠

募集枠

募集枠
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参加募集①
オープンステージ プレゼン
スポンサープレゼンテーション
学生向けに企業PRが行えます。イベント歓迎！
トップメッセージ、先輩からのメッセージ、企業PRセミナー、プロモーション映像上映、課外
活動紹介、制服ファッションショー、社食レポ、わが社のイケメン紹介などなど、硬軟自在
に活用いただけます。
• 時間：20分間
• 座席数：50～80席予定（周囲の立ち見も含めて100名程度が参加可能を想定）
• 聴講募集：Websiteで事前予約受付。当日参加も可として広く募集ます。
• 設備：PC、プロジェクタ、PA
• 注意事項：場内の音量規制値を遵守いただきます。楽器の生演奏や生歌唱は禁止。飲食の提供は禁止。
• 参加費：1枠につき 55,000円（消費税込み）
• 募集数：1日4枠×4日間（先着順）
• 申し込み：7月中は1社1枠まで。8月以降に空きがある場合はご希望により2枠以上お申し込みいただけます。
※企画セッション（1時間枠）は、主催者および関連団体が企画するセミナー等のプログラムを展開します。
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参加募集②
Meet-up テーブルセット

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
10:00-11:00

11:00-11:45 Meet-up
15-1

Meet-up
16-1

Meet-up
17-1

Meet-up
18-1

11:45-12:00

12:00-12:45 Meet-up
15-2

Meet-up
16-2

Meet-up
17-2

Meet-up
18-2

12:45-13:00

13:00-13:45 Meet-up
15-3

Meet-up
16-3

Meet-up
17-3

Meet-up
18-3

13:45-14:00

14:00-14:45 Meet-up
15-4

Meet-up
16-4

Meet-up
17-4

Meet-up
18-4

14:45-15:00

15:00-15:45 Meet-up
15-5

Meet-up
16-5

Meet-up
17-5

Meet-up
18-5

15:45-16:00

16:00-16:45 Meet-up
15-6

Meet-up
16-6

Meet-up
17-6

Meet-up
18-6

16:45-17:00

スケジュール

募集枠

募集枠

募集枠

募集枠

募集枠

募集枠

通し利用可
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参加募集②
Meet-up テーブルセット
Meet-up テーブルセット
学生との対話や展示ブースのガイダンスのスペースなど、活用は工夫次第！
用途例：

◆自社展示ブースのガイダンスを行い、ここから自社ブースを案内する拠点として活用。
◆ワークショップの実施や個別デモンストレーションに活用。
◆先輩社員との交流（OB・OG訪問をアレンジして展示会場で実施する試み。）
◆人事担当者の会場内の拠点として活用。ブースに来場した学生をここに案内するなど。
• 時間：45分間
• 学生とのアポイント：各社で事前に学生とアポイントを取りご利用ください。
• 設備：6人掛けベンチ＆テーブルセット、PC用ディスプレイ 1台、電源コンセント、簡易パテーションで間仕切り
• 参加費：1枠につき 22,000円（消費税込み） ※連続時間申込可

1日通し利用割引 110,000円（消費税込み） ※連日申込可
• 申し込み：先着順で受け付けます。希望多数の場合はMeet-upエリアを拡大します。
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参加募集③
企業PR ポスター展示

ポスター展示仕様
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参加募集③
企業PR ポスター展示
ポスター展示
無人省力で企業PR。担当者を配置すれは効果はさらに高まります。
CEATEC非出展者はここに参加することで学生にアピール。
CEATEC出展者は自社ブースと連携して学生対応を充実。
用途例：

◆企業PR
◆インターンシップイベントの告知
◆キャリアプランの告知
◆リクルートサイトQRコード掲出
◆映像モニタの設置も可。映像PRにも対応いたします。※別途見積もり
• 参加費：1ユニットにつき 165,000円（消費税込み） ※複数ユニット申込可
• 申し込み：先着順で受け付けます。希望多数の場合はポスター展示エリアを拡大します。
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参加募集④
カタログ配布

カタログ配布
カタログ送付で完了。
設置、補充は事務局スタッフが対応します。
• 参加費：1コーナーにつき 55,000円（消費税込み）
• 申し込み：先着順で受け付けます。希望多数の場合は
カタログ配布エリアを拡大します。
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主催者企画
テーマ展示エリア

自動車用半導体・電子部品
CASEをテーマに、自動車の機能を向
上させるテクノロジを紹介します。
Connected
Autonomous
Sharing & Service
Electric
◆企画
JEITA 半導体部会
JEITA 電子部品部会
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参加申込要領
学生交流ラウンジへの参加をご希望の際には、別紙「CEATEC 2019 学生交流
ラウンジ 参加申込書」によりまして、E-mailにてCEATEC 運営事務局宛
（contact2019@ceatec.com）にお申し込みください。

①オープンステージ プレゼンおよび②Meet-upテーブルは、申込先着順で時間
割を決定いたしますので、お早めにお申し込みください。

③企業PR ポスター展示の配置は事務局にて決定しますのでご承知おきください。
参加申し込み受領後に①、②の時間割が確定次第、CEATEC 運営事務局より
請求書を発行いたしますので、請求書に記載の期日までに指定口座に参加費をお
振込みください。

本件に関するお問い合わせ
一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
iot-jinzai@jeita.or.jp
担当：石崎、古座野（こざの）
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次代につなぐ活動です。
各位の積極的なご参加を
お待ちいたしております。
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