
CEDEC2020

スポンサーセッション/広告/協賛プログラムのご案内

■開催概要

開催日時 2020年9月2日（水）～4日（金）

主催 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

後援 経済産業省、横浜市他を予定

予定セッション数 200

テーマ Brand New！

併催イベント CEDEC AWARDS

CEDEC（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス）は、業界団体CESA主催によるコンピュータエ
ンターテインメント業界全体の技術力向上を目的とした国際的なカンファレンスです。業界や産学官の垣根を越え最新
技術やビジネス情報を共有する場として、東京ゲームショウと並ぶ重要なイベントの1つとして位置付けられています。
2019年は3日間で241セッションに9,766名が参加。80社を超える企業様にスポンサーとしてご出展いただきました。

新型コロナウイルスの感染が世界規模で広がり、いまだ日本国内でも予断を許さない状況を受け、来場者、出展社、
関係者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、CEDEC2020は、オンライン形式で開催することとなりました。
会期は、当初予定の通り9月2日(水)から4日(金)までとなります。

新型コロナウイルスの感染拡大により、我々の生活や社会にもとても大きな影響が出てきており、この状況に適応す
るための様々なコミュニケーションの工夫や、新しい楽しみ方が生まれているのを見ると、エンターテインメントのあり
方もこれを機に大きく変わる可能性があることを予感しています。そんな中、CEDECが担う開発者同士の知見の共有
や、業界全体の開発力の向上という役割はより重要になると考えます。

オンライン開催においても、開発ツールやミドルウェアなど、コンピュータエンターテインメント開発に欠かせない技術・
製品等を取り扱う企業様向けにスポンサープログラムをご用意し、皆様のビジネスチャンスとなる場をご提供します。
ぜひ、CEDECへの協賛をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。



現在の主な職種

・受講者 7,968名
・講演者、関係者 1,798名

総参加者数 9,766名

1）メディア登録来場者数（テレビ、新聞、雑誌、Web) 

123メディア 243名

2）掲載記事件数

事前： 77件
事後：198件
（会期中に掲載されたものを含む）
合計：275件

１．参加者数

２．メディア

■前年開催実績(参加者属性、メディア）

３．受講者属性
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所属する法人の業種
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■前年開催実績(出展／協賛一覧)

アルファベット順にて掲載 3

|プラチナスポンサー |ゴールドスポンサー |シルバースポンサー

PRプログラムスポンサー

企画協力/教材協賛



価格（税別） ページ

スポンサーセッション(60分) 470,000円

スポンサー・ショートセッション (25分) 290,000円

5行広告 42,000円

専用e-DM 110,000円

Aタイプ（固定） 500,000円

Bタイプ(ランダム) 210,000円/口

Cタイプ(ランダム) 50,000円/口

Dタイプ(ランダム) 150,000円/口

1日/1ch 210,000円

スポット 50,000円

9/2 4,000,000円

9/3、9/4 4,500,000円

Aタイプ 200,000円/枠

Bタイプ 70,000円/枠

ライブ配信 G ライブ配信ページバナー広告 100,000円/枠 14

タイムシフト配信 H セッション動画 タイムシフト配信ページバナー広告 100,000円/枠 15

公式サイト I スポンサータグ 1,000,000円／枠 16

メニュー

スポンサー

セッション

E チャンネルジャック
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A

10

11
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13年間広告 F CEDiLバナー広告

ウェブ／メール広告

B メール広告

C 公式ウェブサイト広告

幕間広告 D セッション間PV

配信チャンネル協賛

6月30日（火）までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。
(７月１日以降は先着順にて受付）

■メニュー一覧
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抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

抽 選

先 着



■お知らせ

【お申し込みにあたってご留意いただきたい事項】
CEDECでの講演、広告出稿にあたりましては、以下の点にご留意いただいた上でご検討いただきますようお願いいたします。

◆求人を目的とした講演、広告の禁止
転職サービス、およびリクルーティングを目的とした講演、広告出稿は禁止とさせていただきます。
（事務局より事前に広告等の内容の確認をお願いする場合がございます。）

◆スポンサーセッションの講演時間について

【決定方法】

セッションの講演時間は、申込枠数が多い順に希望の講演時間を選択いただきます。申込枠数が同じ企業が複数ある
場合は抽選で順番を決定します。事務局から順番にメールでご案内し、メールで希望の講演時間を返信いただきます。

【決定時期】

6/30までに申し込んだ企業を対象に、7/1以降、事務局から順番にメールでご案内します。7月1日以降にお申し込みの
企業には、6/30までに申し込んだ企業の講演時間が決定した後、順次ご案内します。

なお、お申し込みの時期によっては、ご希望の講演時間をお選びいただけない場合がございます。

◆スポンサーセッションのタイムシフト配信実施
CEDEC2020パス購入者を対象に、セッション終了翌日からCEDEC終了後期間限定で、CEDEC公式サイトにてセッ
ションのタイムシフト配信を行います。（本年のスポンサーセッションの配信期間は9月7日～9月14日を予定しております。スポン
サーセッション以外は9月3日からの配信となります。）

タイムシフト配信が困難な場合はスポンサーセッションのお申し込みができません。
タイムシフト配信後のCEDEC公式YouTubeチャンネルの配信は任意に選択可能です。

ご不明な点については、CEDEC事務局スポンサー担当までお問い合わせください。
（Tel：03-6869-0713、E-mail: sponsor@cedec.jp )
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■スポンサーセッション

【オンライン開催によるスポンサーセッション実施形式について】

CEDEC2020はオンライン開催に変更することを決定し、その実施形式は現地開催の枠組みを踏襲しながら、

ライブ配信を主体とした実施を行う方針としました。スポンサーセッションの実施形式は以下の通りとなります。

【実施形式】

オンライン開催のCEDEC2020は当初の予定通り9月2日(水)から4日(金)で実施いたします 。

当初予定していたオフラインでの開催と同様のタイムテーブルを作成し、そのスケジュールに沿ってオンラインでのライブ

配信を行います。

講演者の方にはCEDEC運営委員会が用意する配信会場（パシフィコ横浜ノース）にお越しいただき、プレゼンテーション

を行っていただく事を原則としますが、事前収録したビデオを事務局に送付いただき 、タイムテーブルに沿って運営側で

配信を行うことも可能です。

ライブ配信はCEDEC2020パス購入者を対象に行います。

また、ライブ配信されたセッションはその講演翌日からCEDEC2020パス購入者を対象にタイムシフト配信が行われます。

※YouTubeでの追加配信（任意選択）

スポンサーセッションについては、受講登録者以外も受講可能なYouTube Liveでのライブ配信、および後日のYouTubeで

の公開を追加することも可能です。

以下のセッション形式の講演は実施を見合わせることに致しました。

・ワークショップ
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【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】抽選
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配信会場（パシフィコ横浜ノース）視聴者側の環境

ライブ配信

動画配信を各自の環境下で視聴

■仕様
オンラインでのライブ配信
・講演時間：60分または25分
・付帯設備： マイクセット、インターネット回線 (有線、１カ所)

カメラ：カメラ1台、固定撮影

■価格

・スポンサーセッション（60分）

価格＝ 470,000円（税別）

・スポンサー・ショートセッション(25分)

価格＝ 290,000円（税別）

講演者カメラ

講演者の映像とプレゼンデータを
スイッチングして配信いたします。

【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】■スポンサーセッション 抽選



◆お申し込みについて

・セッションの講演時間の決定方法は、5ページの「スポンサーセッションの講演時間について」 をご参照ください。

・6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。(７/１以降は先着順）

・タイムシフト配信が困難な場合はスポンサーセッションのお申し込みができません。

◆申し込みに含まれるもの

・お申込1枠につき、CEDEC2020パス(3日間有効) 1名分

・セッション記録映像のご提供

・ライブ配信、タイムシフト配信の視聴データのご提供（業種、職種、年代、性別、PV数、滞在時間）

※視聴者の氏名、会社名、メールアドレスの提供は行いません。必要な場合は、各社それぞれの責任のもと、自社アンケートにて行ってください。

◆受講者のセッション参加について

・主催者では事前受講登録は行わず、受講者は当日好きなセッションを選んで受講いたします。事前登録を実施したい場合は自社にてお願いい

たします。 （CEDEC公式ウェブサイトから自社で用意する受付フォームへのリンク等は可能）

◆通訳の手配について
・別途事務局までご相談ください

◆ライブ配信

・ CEDEC2020パス購入者を対象にライブ配信します。

・ 受講登録者以外も受講可能なYouTube Liveでのライブ配信、および後日のYouTubeでの公開を追加することも可能です （任意選択）。

・ 自社手配によるライブ中継、録画配信は禁止とさせていただいております。

*タイムシフト配信

CEDEC2020パス購入者を対象にセッション終了翌日からCEDEC終了後期間限定で、CEDEC公式サイトにてセッションのタイムシフト配信を行
います（本年のスポンサーセッションの配信期間は9月7日～9月14日を予定しております。スポンサーセッション以外は9月3日から配信となります。）
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【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】■スポンサーセッション 抽選



5行広告のイメージ

■広告メニュー ：メール広告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CEDEC2020（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2020）
ニュースレター[CEDEC EXPRESS]

2020/**/**
https://cedec.cesa.or.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■TOPICS
▼【お急ぎください】レギュラーパスの早期割引は本日まで！
▼【こちらも締切迫る！】あなたの一票がCEDEC AWARDSを決める！＜本日まで＞
▼【ハイライトセッション】アドバイザリーボード推薦の3本！
▼【無料】スポンサーセッション受講登録受付中！
▼ 新着セッション公開中

---<PR>---
１○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□●×▲■ ○×△□
２
３
４
５
---<PR>---

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼【お急ぎください】レギュラーパスの早期割引は本日まで！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3日間にわたりすべてのセッションの受講が可能となる「レギュラーパス」のお申し
込みに適用される＜早期割引＞は、本日のお申し込み分までとなります。
ぜひ、この機会にお申し込みください！

●受講申込ページ
https://cedec.cesa.or.jp/2020/contents/howto.html

■仕様
送信先：受講者、講演者、ニュースレター登録者
送信登録先：13,000件以上（2020年2月現在）

・ 5行広告
※ニュースレター「CEDEC EXPRESS」への差し込みとなります。

掲載文字数：全角38文字×5行

価格＝ 42,000円（税別）

※6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。
(７/１以降は先着順）

・ e-DM
※単独での広告メールの配信となります。
※配信可能期間：9月25日（金）まで

掲載文字数：全角38文字×150行まで

価格＝ 110,000円（税別）

※6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。
(７/１以降は先着順）

※「CEDEC EXPRESS」の配信スケジュールにより、ご希望の日程で配信でき
ない場合がございますので予めご了承ください。

•メールマガジン「CEDEC EXPRESS」に掲載する5行広告または全文が広告テキストとなるe-DMの配信が可能です。
•CEDECのメールニュース登録者へ
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【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】抽選

http://cedec.cesa.or.jp/
http://cedec.cesa.or.jp/2013/contents/howto.html


•公式ウェブサイトにバナー広告を掲載します。

■仕様
・掲載期間 2020年6月下旬～2020年11月末
・掲載ページ

- トップページ（Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ）
- セッション一覧ページ（Dタイプ）

■価格・サイズ

ファイル形式： JPG形式（20KB以内）
※6/30までに募集口数を超える申込があった場合は、スポンサーセッション実施企業を優先
のうえ、抽選を行います。(７/１以降は先着順）
※複数申込可
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■CEDEC 公式WEBアクセス実績
イベント開催前～終了時（2019/7/1～9/30）
ページビュー ： 1,400,624
訪問数 ： 391,982 ユーザー数 ： 142,174
平均滞在時間 ： 4分25秒

■広告メニュー ：公式ウェブサイト広告
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昨年の公式ウェブサイト

広告タイプ 表示 サイズ(ピクセル) 口数 価格（税別）

Aタイプ 固定 w1110✕h70 1 500,000円

Bタイプ ランダム w1110✕h70 5 210,000円/1口

Cタイプ ランダム w350✕h70 15 50,000円/1口

Dタイプ ランダム w470✕h70 5 150,000円/1口

抽選

Aタイプ

Bタイプ

CタイプCタイプCタイプ

Dタイプ

【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】



■広告メニュー ：セッション間ＰＶ

ライブ配信のチャンネルで、セッション間にプロモーション映像を配信できるメニューです。

【申込締切日：7月31日（金）】

■仕様

上映時間：セッション開始前

再生回数： 1回

映像の長さ： 60秒以内 ※映像の内容には制限があります、詳しくは５ページの「お知らせ」をご確認ください。

■価格

１ch１日プラン：210,000円（税別）
特定のチャンネルを選択いただき、1日を通して7回または6回、各セッション開始前に配信します。
1チャンネルに対しての募集枠数は1日7枠までとなります。

スポットプラン：50,000円（税別）
特定のセッションを選択いただき、指定したセッション開始前に配信します。

※チャンネル数は全10ｃｈを予定しております。
※募集枠数を超えた場合、 1ch1日プランを優先のうえ先着順とさせていただきます。
※申込状況により、ご案内できない可能性がございます。
※映像素材の提出締切日は8月17日（月）となります。
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先着



■協賛メニュー ：チャンネルジャック

・1日分のスポンサーセッションを実施して、当該配信チャンネルをジャックするメニューです。

■仕様
・1日チャンネル命名権（申込日以外は通常のチャンネル名になり
ます）
・スポンサーセッション数：1日目は6セッション、2日目、3日目は7
セッションを予定しています。（ご希望の日を指定ください）
・幕間PV：1回あたり最大420秒（15分のうち約半分は事務局のス
ライドを流す予定です）
※スポンサーセッションや幕間PVの申込状況によって、当メ
ニューは実施できない場合がございます。

■価格
9月2日（水）： 4,000,000円（税別）

9月3日（木）： 4,500,000円（税別）

9月4日（金）： 4,500,000円（税別）

※スポンサーセッション及びセッション間PVの価格を含みます。

メニューの詳細は事務局までお問い合わせください。
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●●●のゲーム開発最前線

セッション1
ABCを活用した●●的アプローチ

講演
株式会社ABC

【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】



•CEDEC Digital Library（略称：CEDiL/セディル）ウェブサイトの全ページにバナー広告を掲載します。

※CEDiLは毎年開催されるCEDECで発表された講演の資料を中心としたデジタルライブラリーです。CEDEC会期前後だけでなく通年での
アクセスが見込まれます。

公式ウェブサイト
掲載イメージ

■仕様
•掲載期間： 2020年4月1日～2021年3月31日
・ランダム表示（最大5枠まで）

・Aタイプ

価格＝ 200,000円（税別）／枠

・B タイプ

価格＝ 70,000円（税別）／枠

ファイル形式： gif形式（20KB以内）

※Aタイプ、Ｂタイプともに最大5枠までお申し込みを受け付けます。（複数申込可）
※6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。(７/１以降は
先着順）
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■広告メニュー ：ＣＥＤｉＬバナー広告

Bタイプ
横2ヵ所まで
全ページ表示

Aタイプ
上1ヶ所
全ページ表示

■ＣＥＤｉＬ公式WEBアクセス実績
（2019/9/4～2019/12/31）

ページビュー数：276,896
訪問数：68,833
ユーザー数： 31,421
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【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】抽選



•CEDEC2020のセッション動画のインターネットライブ配信の全ページにバナー広告を掲載します。

※ライブ配信はCEDEC2020パスをお申し込みいただいた方にご覧いただけます。
ライブト配信ページへのアクセスは、受講者マイページにログイン後にメニュー一覧からアクセスいたします。

セッション動画配信サイトの掲載イメージ
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。

■仕様
•掲載期間： 2020年9月2日～2020年9月4日
・ランダム表示（最大10枠まで）

・バナー広告１枠 (ｗ470×ｈ70)

価格＝ 100,000円（税別）／枠

ファイル形式： JPG形式（50KB以内）

※最大10枠までお申し込みを受け付けます。（複数申込可）
※6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。(７/１
以降は先着順）
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■広告メニュー ：ライブ配信ページバナー広告
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バナー広告

タイムシフト画面

【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】抽選



•CEDEC2020のセッション動画を期間限定でインターネット配信する、タイムシフト配信サイトの全ページにバナー広告を掲載し
ます。

※タイムシフト配信はCEDEC2020パスをお申し込みいただいた方にご覧いただけます。
タイムシフト配信ページへのアクセスは、受講者マイページにログイン後にメニュー一覧からアクセスいたします。

セッション動画配信サイトの掲載イメージ
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。

■仕様
•掲載期間： 2020年9月3日～2020年9月14日（予定）
・ランダム表示（最大10枠まで）

・バナー広告１枠 (ｗ470×ｈ70)

価格＝ 100,000円（税別）／枠

ファイル形式： JPG形式（50KB以内）

※最大10枠までお申し込みを受け付けます。（複数申込可）
※6/30までに募集枠数を超える申込があった場合は抽選を行います。(７/１
以降は先着順）
※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

■広告メニュー ：タイムシフト配信ページバナー広告

■WEBアクセス実績
（ 配信期間：2019/9/5～2019/9/20）

総再生回数：116,586
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バナー広告

タイムシフト画面

【一次申込締切：6月30日（火）/最終締切日：7月31日（金）】抽選



•CEDEC2020公式サイトのセッション情報を掲載したページに、指定のタグを表示いたします。
•自社製品に関連した内容のセッションを参加者に訴求することが可能です。

■仕様
•掲載媒体
• CEDEC2020公式サイト
•掲載箇所
• セッション情報、セッション一覧、セッションスケジュール

価格＝ 1,000,000円（税別）／枠

■広告メニュー ：スポンサータグ 【申込締切日：7月10日（金）】
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※お申込みはツール･ミドルウェアメーカー様を対象とさせて頂きます。
※タグの名称、デザインは原則として製品名といたします。製品名以外の場合は事務局にお問い合わせください。（製品と関連の無い名称、デザイン
等はご希望に添えない場合がございます。）
※タグは指定サイズの画像イメージを掲載します。デザインは会社または製品ロゴとさせて頂きます。
※タグの有無は、講演者自身の判断でチェックいただきます。講演者に向けたタグの説明文をセッション情報管理サイトへ掲載可能です。

※公式サイト掲載イメージ
（レイアウトは変更する場合があります。）

←スポンサータグ

←スポンサータグ



1. お申し込み方法
・CEDEC2020公式サイト（URL https://cedec.cesa.or.jp/2020/sponsor）より「スポンサーセッション／広告／協賛
プログラム申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、E-mail(sponsor@cedec.jp)にて事務局までお送り
ください。

2. ご請求について
・申込書を受理後、事務局より順次請求書を発行いたします。

3. お支払期日
・お支払い期日は請求月の翌月末となります。
※7月以降のお申し込みの場合は、申し込み日から1か月以内または8月17日（月）までのいずれか
早い方がお支払い期日となります。
※お支払期日までにご入金の確認が出来ない場合、申込がキャンセルとなる場合がございます。

4. お申込み後のキャンセル
・申込後の解約は、お申し出の時期により別途キャンセル料を承ります。

【お問い合わせ先】
CEDEC事務局 スポンサー担当
E-mail: sponsor@cedec.jp

101-0048 東京都千代田区神田司町2-4-2 神田アーバンビル2階
株式会社ピーシーオーワークス 内
Tel：03-6869-0713

■お申し込みについて

キャンセル料

開催２カ月前まで

(申込日～7/2)
料金の 30％

開催１カ月前まで

（7/3～8/2）
料金の 50％

開催１カ月前以降
（8/3～）

料金の100％
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■規約の履行
本イベントにおいてセッション等を行う企業・団体等（以下スポンサーセッション/広告/協賛を含め企
業パートナーという）は、以下に記載する各規定および主催者から提示される「実施要項」に記載する
各規定を遵守しなければなりません。これらに違反した場合もしくは第三者への迷惑行為、公序良俗
に反する行為があると主催者が判断した場合、主催者はスポンサーセッション/広告/協賛申込の拒
否、契約の解約を行うことができるものとします。 その際、企業パートナーから事前に支払われた費
用の返還、および契約の解約によって生じた企業パートナーおよび関係者の損害について、主催者
は一切補償しないとともに、主催者および共催者に損害があった場合には企業パートナーにその全
額を賠償していただきます。
■企業パートナー資格
企業パートナーは、主催者が定める本イベントの主旨に沿う製品、サービスを提供する企業・団体そ
の他の事業体に限定され、主催者は製品、サービス等が本イベント主旨に合致するか否かを決定す
る権利を有します。
■求人を目的とした講演、広告の禁止
転職サービス、およびリクルーティングを目的とした講演、広告出稿は禁止とします。事務局より事前
に広告等の内容の確認をお願いする場合があります。
■セッション講演時間の決定
セッションの講演時間は、6月30日までに申し込んだ企業を対象に、申込枠数が多い順に希望の講演
時間を選択いただきます。申込枠数が同じ企業が複数ある場合は抽選で順番を決定します。7月1日
以降に申し込んだ企業は、6月30日までに申し込んだ企業の講演時間が決定した後、順次選択します。
事務局から申込企業に順番にメールで案内し、申込企業はメールで希望のセッション講演時間を事
務局に返信します。なお、セッション講演時間の決定方法は変更する場合があります。
■契約の成立
企業パートナーが申込を行い、主催者がそれを受理・承認した日をもって、契約の成立とします。
■料金の支払い
企業パートナーは、請求書に記載された期日までに、請求された企業パートナー料金全額を主催者
の指定する銀行口座へ振り込むものとします。原則、前納制となります。
支払期日までに企業パートナー料金のお振込が確認できない場合は、契約は解約となります。この
場合、主催者に損害がある場合には、企業パートナーはその全損害を賠償するものとします。
企業パートナー料金は、セッション枠および申込内容すべての対価となります。
■企業パートナー契約の解約
企業パートナーが、契約成立後にその全部または一部を解約する場合は、必ず文書にて行わなけれ
ばなりません。その際、企業パートナーには下記の解約料をお支払いいただきます。
開催２カ月前まで(申込日～2020年7月2日) 企業パートナー料金の 30％
開催１カ月前まで（2020年7月3日～8月2日）企業パートナー料金の 50％
開催１カ月前以降（2020年8月3日～）企業パートナー料金の100％
※解約料を超える損害が主催者または共催者に発生している場合には、別途その損害を賠償してい
ただきます。
※解約料は、請求書に記載された期日までに主催者指定の銀行口座へ振り込むものとします。
■転貸の禁止
企業パートナーは、主催者の許可なく、契約内容の全部または一部を他社へ譲渡、貸与等（譲渡料、
貸与料等の有無を問わず）を行うことはできません。

■イベントの延期・変更・中止について
主催者が主催者の責に帰する事由に基づいて本イベントを延期し、会期期間を変更し、又は中止した
場合において、企業パートナーが申込内容を実施できなくなった場合には、主催者が企業パートナー
に対して、開催残余日数を基準として日割計算した企業パートナー料金の払い戻しを行うものとしま
す。
また、主催者は不可抗力により本イベントの開催が困難又は不可能となり、又は不可抗力が生じるお
それがあると主催者が判断する場合には、本イベントを延期し、会期期間を変更し、又は中止できる
ものとします。この場合には、主催者が既に受領した企業パートナー料金は企業パートナーへ返金し
ません。ただし、主催者は、不可抗力事由の内容、性質その他の事情に鑑みて、その裁量により企業
パートナー料金の一部を返金する場合があります。
なお、企業パートナーが上記の各事由に基づく本イベントの延期、会期変更又は中止によって損害を
被った場合でも、主催者は企業パートナーに対し何ら責任を負わないものとします。
本規約において、不可抗力には以下の各号が含まれるものとします。
①天災地変（地震、台風、暴風雨、津波、洪水、地すべり、落雷、爆発、火災等を含む）
②社会的混乱（戦争、テロ、敵対行為、内乱、暴動、市民騒擾等を含む）
③公権力による行為（法令・規則の制定改廃、政府機関の介入、行政命令、通商禁止等を含む）
④感染症・伝染病（各種細菌、各種ウィルス等を含む）の蔓延
⑤公共インフラの事故（停電、通信回線の切断、輸送機関の事故等を含む）
⑥資材・資源不足（電気・ガス・水道の供給停止、石油の不足、原材料・資材の不足等を含む）
⑦為替、運賃等の変動・高騰
⑧労働争議（ストライキ、サボタージュ、ロックアウト等を含む）
⑨重要取引先の債務不履行（会場運営会社の破産・破綻等を含む）
⑩前各号の他、主催者の責に帰さない事象
■損害賠償責任
主催者および共催者は、理由の如何を問わず、企業パートナーおよびその関係者が本イベントへ参
画することを通じて被った、人身および財物に対する傷害、損害等に対して一切の責任を負いません。
また企業パートナーは、その従業員、代理人、関係者の故意、過失または無過失によって、会場の施
設およびその設備等や、第三者の人身・財物に与えた一切の損害について、ただちにその損害を賠
償しなければなりません。
主催者または共催者がこれらの損害の賠償請求を受けた場合、当該企業パートナーは自らの責任で
その支払いを行うとともに、主催者または共催者に損害が生じた場合には、弁護士に支払った着手
金・報酬金等も含め、その全額を速やかに主催者に支払うものとします。
主催者および共催者は、本イベントにおける一切の制作物の中に生じた誤字、脱字等に関する責任
は負わないものとします。
■写真・ビデオ撮影
本イベントにおける写真･ビデオ撮影等を許可する権利、その他映像に関する一切の権利は、主催者
が有します。
■個人情報の取り扱い
企業パートナーは、本イベントを通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を
遵守し、適法かつ適切な取得を行う必要があります。
利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で利用しなければなりません。また、取得した個人情報は、
企業パートナーが責任をもって管理・運用するものとします。万一、受講者に損害が生じた場合、企業
パートナーが全責任を負うとともに、自ら紛争を解決するものとします。

■CEDEC2020 スポンサーセッション/広告/協賛 規約


