
ＪＩＩＭＡセミナー２０２０

　政府は本年を「デジタル元年」と位置づけており、これからデジタル化、オンライン化が加速されると期待されます。本年4月より大

法人における税の電子申告や一部の人事・労務手続きの電子申請が義務化されますが、その後も個人向けおよび法人向けサービスのワン

ストップ化が計画されています。このような環境の変化を踏まえ、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、「デジタ

ルファースト時代の情報マネジメント」を今年1年間のテーマとして、セミナーや展示会で文書情報マネジメントの進化した姿を訴求し

てまいります。

JIIMAセミナー2020では、「企業変革の切り札！電帳法対応、働き方改革、DX」をサブ・テーマに掲げ、これらに関連するソリューショ

ンをお持ちのベンダー様からセミナースポンサーを募集いたします。皆様におかれましては、この機会を有効に活用され営業拡大に繋げ

ていただくことを希望いたします。

ＪＲ中央線・総武線　御茶ノ水駅　聖橋口　徒歩１分

東京メトロ　千代田線　新御茶ノ水駅　Ｂ２出口　直結

　　　　　　丸の内線　御茶ノ水駅　出口１　徒歩４分

２０２０年５月２７日（水）　　

ソラシティ　カンファレンスセンター

（御茶ノ水）　

　　　　定員 144 名（Room C）

　　　　定員  96 名（Room B）

　　　　定員  56 名（Room A)

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-6

御茶ノ水ソラシティ1F

TEL: 03-6206-4855

東京

プログラム案

セミナーの構成、内容、時間は変更になる場合があります。

同会場にてＪＩＩＭＡ通常総会および懇親会を開催します。
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ＪＩＩＭＡ通常総会

16:30～18:00

休　憩

ナレッジセミナー B２

　40分

休　憩

スポンサー   B３　
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1F 入口

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会

理事長　勝丸 泰志
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デジタルファースト時代の情報マネジメント
　～企業変革の切り札！電帳法対応、働き方改革、DX～

セミナースポンサー募集のご案内セミナースポンサー募集のご案内



２０２０年６月１１日（木）　

大阪産業創造館　６階　会議室Ｅ（定員 100 名）

大阪市中央区本町１－４－５

セミナーの主旨に沿った内容の自社製品・サービスのPR、事例紹介などを行うことができます。

・講演時間は４０分です。

・来場申込み者で、スポンサー様への情報提供を許諾した方のリストをセミナー終了後にお渡しします。

・パンフレット、アンケート、ノベルティの配布は自由です（開始１０分前から配布可能です）。

・資料のダウンロードサイトをご用意しますので、ご利用ください。

JIIMA会員 一　般

東京　　Room　C    40分　600,000円（税別）　　800,000円（税別）

Room  B  　40分　450,000円（税別）　　550,000円（税別）

Room  A    40分　300,000円（税別）　　400,000円（税別）

ミニ展示 4社まで 100,000円（税別）　　150,000円（税別）

大阪　　会議室Ｅ　 40分　300,000円（税別）　　400,000円（税別）

地下鉄堺筋本町駅徒歩５分

13:00  基調講演　　１

40分　　

13:40  休　憩　

13:50  スポンサー　２

40分

14:30  休　憩　　

14:40  スポンサー　３

40分

15:20　休　憩

15:30　特別講演　　４

16:10    40分

プログラム案

大阪産業創造館　会議室Ｅセミナーの構成、内容、時間は変更になる場合があります

大阪

来場者情報の提供について

スポンサー料金

募集締め切り（東京・大阪共通）

ご来場者の情報提供に関しては、申込みの際にスポンサーへ情報提供の可否を「このイベントにおけるスポンサー

企業からのご案内を希望するかどうか？」という形で質問し、「希望します」を選択した方のお名前、勤務先名、

メールアドレスを提供致します。

また、「希望しません」を選択した方に関しては個人情報を省いた勤務先名のみ（部署名に関しては個人を特定で

きるものもあるため一律削除させていただきます）を記載して提供いたします。

○お問い合わせ 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　事務局

TEL　03-5821-7351

新しい時代の情報発信の場として今年も「デジタルドキュメント」を開催致します。
日経BP社主催の展示会とともに、多くのセミナーセッションのフォーラムも併催いたします。
会期︓２０２０年１０月１４日（水）～１６日（金）会場︓東京ビッグサイト　西１～ 3ホール　及び　会議棟
★出展ご案内、フォーラムスポンサー募集ご案内は準備中です。

○秋の展示会「デジタルドキュメント２０２０」を開催します○
【ＪＩＩＭＡからのお知らせ】

【スポンサー料金の早期お申し込み割引について】

早期にスポンサーお申し込みを頂いた場合、正規のスポンサー料金から 10% の割引を致します。 

3/23（月）お申し込みまでを対象とさせて頂きますので、是非お早めにお申し込み下さい。

なお、スポンサーお申し込みの最終締め切りは 4/10（金）とさせて頂きます。

早期お申し込み10%割引締め切り
２０２０年３月２３日（月）

お申し込み最終締め切り
２０２０年４月１０日（金）

https://www.jiima.or.jp/



東京【セミナーと展示】２０２０年５月２７日（水）ソラシティカンファレンスセンター

Room C（定員 144 名）ROOM B（定員 96 名）ROOM A（定員 56 名）
ミニ展示　幅1800mm x 奥行450mmまたは900mmテーブル　最大４社

大阪【セミナー】２０２０年６月１１日（木）大阪産業創造館　６階　会議室Ｅ（定員 100 名）

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　主催

貴 社 名

ご 担 当 者 名

部 署 名

住 所

電 話

申込書送付先申込締め切り

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会

メールアドレス

セミナー枠は第一希望に「１」を、第２希望に「２」をお書きください。展示は○を記入ください。
（先着順とさせていただきますので、ご希望に添えない場合がございます事をご承知おきください）

東京　
（　　）C 3　(13:00-13:40) （　　）C 4　(14:00-14:40) （　　
（　　）B 3  (13:00-13:40) （　　）B 4  (14:00-14:40) （　　
（　　）A 3  (13:00-13:40) （　　）A 4  (14:00-14:40) （　　

）C 5  (15:00-15:40)
）B 5  (15:00-15:40)
）A 5  (15:00-15:40)

ミニ展示　（　　）

大阪　
（　　）２   (13:50-14:30)　（　　）３  (14:40-15:20)

　〒

デジタルファースト時代の情報マネジメント

セミナースポンサー申込書

お申込みの際に、スポンサーへ情報提供の可否を、このイベントにおけるスポンサー企業からのご案内を希望するかどうか︖という形で質問し、「希望
します」を選択した方のみの情報です。リストを営業活動に使用する際、情報の入手に関しての問い合わせがあった場合は、お客様に対して、以下の事
を明確に示される事、第三者へ譲渡しない事を条件としてご使用頂きます。
１．公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）のセミナーへお申込みを頂いた際に、スポンサー企業への情報提供を許諾された方に
　 お送りしている事。
２．この情報の管理は貴社の個人情報に関わる管理規程により厳重に管理する事。
３．削除要求には速やかに対応する事。

JIIMAセミナー ２０２０

※展示位置はお申込み順に事務局にて決めさせていただきます。

Mail：toiawase@jiima.or.jp
TEL：03-5821-7351
FAX：03-5821-7354

【申し込み者リストの取り扱いについて】

スポンサードセミナーの概要
１．　今回のセミナーテーマに沿った内容で４０分の講演枠をご用意します。資料配布、アンケートなどは自由に行えます。

２．　イベント終了後に当該セミナーへ申し込みされた方のリストを提供します。
　（その際に、以下の取り扱いにご同意をいただき、同意書をご提出戴きます。）

早期お申し込み１０％割引締め切り   
２０２０年３月２３日（月）

お申し込み最終締め切り
２０２０年４月１０日（金）

〒101-0032　東京都千代田区岩本町２－１－３和光ビル　

TEL：03-5821-7351　Mail：toiawase@jiima.or.jp　　

FAX：03-5821-7354

MailかFAXにてお申し込み下さい。

※大阪ではミニ展示を行いません

３．告知メルマガに文字広告を、１送信あたり　50,000円で掲載できます。（１社１回　先着４社まで。３６文字×６行、過去に
JIIMA主催イベント、セミナー、文書情報管理士検定試験に申込みされた方などでJIIMAからのメルマガを希望されている方
約２万人へ送信します。送信日時の指定はできません。リンク先に他団体主催のイベントは指定できません）
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