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各位

2009 年 8 月 25 日
日本 IT ガバナンス協会 代表 松尾 明

謹啓 貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申
し上げます。
1998 年米国で設立されたＩＴガバナンス協会（ＩＴＧＩ）の日本拠点として 2006 年に発足した当協会
は、ITGI 本部の活動成果である各種文書の翻訳、イベント等の活動を展開し、我が国のビジネスコ
ミュニティに新しい風を吹き込んでまいりました。さて、今般は TGI Japan Conference 2009 の開催に
伴う、スポンサープログラムのご案内をさせて頂きます。
本カンファレンスには企業の IT 活動全般及び IT セキュリティのマネジメントおよびコントロール・
ガバナンス分野の第一線で活躍する 300 名を超える専門家集団の参加が見込まれます。貴社及び、
貴社の商品・サービスの知名度向上、広報の場としてのみならず、人的ネットワーク拡大の場として
有用ですので、是非、お申込み頂きたく、を心からお待ち申し上げます。

【 ITGI Japan Conference 2009 開催概要(予定)】
◇ 開催日時 : 2009 年 12 月 10 日(木) 10 時～17 時
◇ 会場 : グランドホール 東京都港区、JR 品川駅港南口 徒歩 5 分
◇ 会議テーマ : “Cloudy or fine? It’s your decision”
- クラウド時代のリスクとガバナンスを考える ◇プログラム : ゲストセッション 3 本、スポンサーセッション 2 本
※ゲストスピーカ
① Mr. Jim Reavis/クラウド・セキュリティ・アライアンス 理事、創設者
② Mr. Robert E. Stroud/ ISACA&ITGI 本部副会長(CoBIT 開発メンバー)
③ 国内著名企業の CIO または IT 部門長(詳細未定)
◇ 参加見込み人数 : 約 350 (昨年実績:200 名)
スポンサーには、セッションスポンサー及び広告スポンサーの２タイプをご用意させて頂きました。
夫々、費用と特典内容が異なりますので、ご予算とご希望の特典に応じてお選びいただくことが可
能です。
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スポンサープログラム概要
セッションスポンサー(募集企業数:2 社)
基本価格: １００万円（税込）
※ 当協会の賛助会員企業様には以下の割引料金が適用されます。
・Gold 賛助会員:７０万円 ・Sliver 賛助会員:８０万円 ・Bronze 賛助会員: ９０万円
特典:
◇ プログラムのコア時間帯に、20 分程度のプロモーションセッションを実施頂けます。
◇ 会場内の看板、バナー等に「セッションスポンサー」として表記、告知されます。
◇ 参加者に対して、マーケティング用アイテムを 1 点配布することができます。
◇ カンファレンスへの参加登録が１０名まで無料となります。
広告スポンサー(募集企業数:制限なし)
基本価格: ３０万円（税込）
※ 当協会の賛助会員企業様には以下の割引料金が適用されます。
・Gold 賛助会員: １０万円 ・Sliver 賛助会員: １５万円 ・Bronze 賛助会員: ２０万円
特典:
◇ 参加者に対して、マーケティング用アイテムを 1 点配布することができます。
◇ カンファレンスの登録が２名まで無料となります。

お申し込み連絡先： ITGI Japan Conference 運営委員会
スポンサーシップ担当委員
TEL: 070-6423-0152

柴田 昭

Fax:03-5719-8706

E-mail: shibata.a@nttdata-solfis.co.jp
お申し込み締め切り日 2009 年 11 月 10 日
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ITGI Japan Conference 2009 運営委員会
ＦＡＸ： 03-5719-8706

宛先: 柴田 昭

Ｅ－ｍａｉｌ：shibata.a@nttdata-solfis.co.jp
スポンサープログラム申込用紙
プログラム種別

□セッションスポンサー（１００万円）
□広告スポンサー（３０万円）

会社名・組織名
会社名・組織名
（英語表記）
会社ＷＥＢサイト
申し込み担当者
担当者連絡先

TEL:
E-mail:

請求書送付先住所
配布物内容

その他要望等
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ITGI Japan Conference 2009 運営委員会
ＦＡＸ： 03-5719-8706

宛先: 柴田 昭

Ｅ－ｍａｉｌ： shibata.a@nttdata-solfis.co.jp
無料招待者申込書
□ セッションスポンサー（１００万円）－無料参加者１０名
プログラム種別

□ 広告スポンサー（３０万円）－無料参加者２名

会社名・組織名
会社名・組織名
（英語表記）
参加者氏名１
（英語表記）
参加者氏名２
（英語表記）
参加者氏名３
（英語表記）
参加者氏名４
（英語表記）
参加者氏名５
（英語表記）
参加者氏名６
（英語表記）
参加者氏名７
（英語表記）
参加者氏名８
（英語表記）
参加者氏名９
（英語表記）
参加者氏名１０
（英語表記）
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スポンサーの手引き
■スポンサーロゴ提出先
日本ＩＴガバナンス協会 WEB サイトおよび、当日配布の印刷物にロゴおよび社名を
掲載させて頂きますので、ロゴマークのデータを下記宛にお送り下さい。
なお、印刷、掲示する上での注意事項(ロゴポリシー)などございましたら併せてお知
らせ下さい。
提出先：ITGI Japan Conference 2009 運営委員会

柴田 昭

E-mail: shibata@nttdata-solfis.co.jp
最終提出期限：2009 年 11 月 10 日
■スポンサー費支払い先及び支払い期日
お申し込み受付後、請求書を送付させて頂きますので、到着後 2 週間以内に、下記
口座にお振込みください。
振込先： 口座番号 :

普通

２４１０６３９

口座名義人: アイティジーアイジャパン
銀行名:

三菱東京ＵＦＪ銀行

支店名: 品川駅前支店（店番：５８８）
■マーケティング用アイテムの送付先
マーケティング用アイテム（例：最大 A4 サイズ程度の会社パンフレット、または
ボールペン等のノベルティー）を 1 点配布させて頂きます。
※ A4 サイズ以下の封筒に貴社で袋詰めして頂く場合は内容物が複数点で
あっても結構です。
400 セットを 12 月 9 日必着にて別紙送り状に御社名をわかりやすく大きく明記の
上、次ページの送り状記載の宛先にお送りください｡
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送付物送り状（ダンボール等に直接お貼りください。
〒108-0075
送付先

品川区港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー3F
グランドホール気付
2009 年１２月１０日開催 ITGI Japan 2009Conference
使用分

（２００８年１２月 9 日必着）

発送元
（会社名）

発送元住所

担当者名

連絡先ＴＥＬ

送付内容物

返送用宅配便利用予定

有
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/

無

