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出展のご案内
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開催にあたって

テーマは

「つながる魅力 広がる楽しさ」

地域密着放送メディアとして業界の発展につながるイベントを目指します。
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開催概要

名 称 ケーブルフェスタ2019

会 期 2019年 10月4日（金）：業界関係者を対象（Ｂ ｔｏ Ｂ）
2019年 10月5日（土）・10月6日（日）：一般の方を対象（ＢｔｏＣ）

会 場 第1会場：ホテル名古屋ガーデンパレス
第2会場：オアシス２１ 銀河の広場
第3会場：東建ホール

主 催 日本ケーブルテレビ連盟東海支部

後 援（予定） 総務省東海総合通信局・（一社）日本ケーブルテレビ連盟
（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会中部支部・ＮＨＫ名古屋放送局

協 力（予定） 栄公園振興株式会社・ホテル名古屋ガーデンパレス
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出展のメリット

ケーブルフェスタは１年に１度、東海地区ケーブルテレビ局が一堂に会する
イベントです。

●現場から経営者層まで東海地区のケーブルテレビ関係者と効率よく接触がはかれます。

当日会場では、ケーブルテレビ局の各セクション（営業・技術・編成制作・経営層）向けのセミナーを実施
しており、 愛知・岐阜・三重・静岡のケーブルテレビ関係者が数多く参加します。
※昨年度の来場実績は15ページに掲載しております。

●展示ブースは2パターンをご用意。展示内容などによりご選択いただけます。
仕様やサイズ、出展料金の異なる２パターンの展示ブースをご用意しております。

●展示のみではなく、御社のプレゼンテーションの場としてセミナー枠をご用意。
※ホワイエBブースはセミナー別途有料となります。
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全体概要

ケーブルセミナー

開 催 日 時：10月4日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

鼓の間・錦の間・竹の間・梅の間・葵の間
対 象：業界関連
内 容：技術・営業・編成制作・コンテンツ関連

業界動向・各委員会公募セミナー
出展社セミナー

特別講演

開 催 日 時：10月4日（金） 17：00～18：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

鼓の間
対 象：管理職・経営者層
内 容：未 定

関連企業展示会

開 催 日時：10月4日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

翼の間・ホワイエ
対 象：業界関連
内 容：加入促進提案・各種業務代行提案

ＩＴソリューション・ネットワークシステム
各種管理システム・各種放送機器
通信機器システムの展示

ケーブルパーティー

開 催 日 時：10月4日（金） 18：30～20：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

明倫の間
対 象：業界関連

け～ぶるガールズカフェ

開 催 日 時：10月4日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

5F 松の間
対 象：来場者全員

メディア見本市

開 催 日 時：10月4日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

桜の間
対 象：ケーブルテレビ局 編成制作
内 容：番組制作に係わるビジネスマッチング

サプライヤーによる番組紹介

しゃべくり2019

開 催 日 時：10月4日（金） 11：00～15：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

栄の間
対 象：ケーブルテレビ局若手社員
内 容：テーマに沿った内容の悩み・相談等、他局と

の情報交換
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全体タイムスケジュール

日程

翼の間 Aブース ホワイエ Bブース メディア見本市 セミナールーム
翼の間 Aブース

ホワイエ Bブース
メディア見本市 け～ぶるGiRLSカフェ

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

撤収/撤去
表彰式

10月4日

第1会場

ブース展示
メディア見本市

開催

け～ぶるGiRLSカフェ

開催

ホテル名古屋ガーデンパレス

出展社準備 開催準備 開催準備

10月3日

ホテル名古屋ガーデンパレス

ブース設営

出展社準備 撤収/撤去

第1会場

ケーブル

セミナー

出展社準備

ブース設営

出展社準備

ブース設営

ケーブル

パーティー

特別講演
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会場レイアウト案

ケーブルフェスタ特別委員会

商談スペー
ス

ホテル名古屋ガーデンパレス 2Ｆ

翼の間 Ａブース
大きめのブースと商談ス
ペースがあり、セミナー間
の休憩の場所としてのご利
用可能です。

ホワイエ Ｂブース

各セミナー会場への通路に
あたるので人通りが多く、
来場者との接触率が高いス
ペースです。

桜の間 メディア見本市

オペレータによる番組流通や
番組制作に係わるビジネス
マッチングやサプライヤーに
よる番組紹介やプレゼンス
ペースでのPRも可能です。
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出展要領 翼の間Ａブース

【出展ブース料に含まれるもの】
展示ブース使用料／後壁・側壁パネル・社名板／
会場案内の社名掲載／公式ホームページへの社名掲載／
コンセント２口／電気使用料／長机２台／テーブルクロ
ス／
椅子２脚／ごみ撤去費用／出展者パス／
セミナー枠１コマ（３０分）

■開催期日 2019年10月4日（金）10：00～17：00

■会 場 第1会場 ホテル名古屋ガーデンパレス 2階 翼の間

■入 場 料 無料

■ブース数 14ブース

■出展内容 ケーブルテレビ局向けの展示内容であれば可
ITソリューション・各種放送機器・システム
ケーブルテレビ向けコンテンツ・ 加入促進
人材派遣・業務支援など

■設 営 10月3日（木） 16：00～20：00（4時間）

10月4日（金） 8：00～10：00（2時間）

■撤 去 10月4日（金） 17：00～19：00（2時間）

【出展料金】 １ブース 129,600円 （消費税込み）
※出展料金にはセミナー枠１コマ（３０分程度）が含まれます。
※ブース数に限りがありますので、先着順となります。

【出展ブース料に含まれないもの】
自社ブース内の装飾費及び搬入・搬出に関する費用／
ケーブルテレビ・通信回線等の各工事費／
上記電源以外の電気工事／自社出品物の保険料等／
会場設備破損部分の弁償費

間口 2350mm×奥行き 2000mm×高さ 2100mm

後壁および側壁はシステムパネル（オクタノルム）
パネルは４mm
ベニヤ板、両面白ビニールコーティング仕上げ
展示ブースの高さ制限はすべて2100mm

申込方法
別紙「出展申込書」をご記入のうえ、メールにてお申込み下さい。
【E-mail】catvfesta@starcat.co.jp
申込締切日 2019年6月7日（金）必着
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出展要領 ホワイエ Ｂブース

■開催期日 2019年10月4日（金） 10：00～17：00

■会 場 第1会場 ホテル名古屋ガーデンパレス 2階 ホワイエ

■入 場 料 無料

■ブース数 16ブース

■出展内容 ケーブルテレビ局向けの展示内容であれば可
ITソリューション・各種放送機器・システム
ケーブルテレビ向けコンテンツ・ 加入促進
人材派遣・業務支援など

■設 営 10月3日（木） 18：00～20：00（2時間）
10月4日（金） 8：00～10：00（2時間）

■撤 去 10月4日（金） 17：00～19：00（2時間）

【出展料金】
１ブース 54,000円 （消費税込み）

※セミナーをご希望の場合は別途32,400円（消費税込み）/
１コマ

が必要となります。
※2口電源コンセント（100Ｖ １ＫＷ）をご希望の場合は

別途9,720円（消費税込み）が必要となります。

■ブース基礎仕様

間口 1800mm×奥行き 900mm×高さ 2100mm

後壁はアルファパネル
（後壁は連続していますが側壁は設けません）
ベニヤ板、両面白ビニールコーティング仕上げ
展示ブースの高さ制限はすべて2100mm

【出展ブース料に含まれるもの】
展示ブース使用料／後壁・社名板／会場案内の社名掲載／
公式ホームページへの社名掲載／長机１台／テーブルクロス
／ごみ撤去費用／出展者パス

【出展ブース料に含まれないもの】
自社ブース内の装飾費及び搬入・搬出に関する費用／
自社出品物の保険料等／会場設備破損部分の弁償費

申込方法
別紙「出展申込書」をご記入のうえ、メールにてお申込み下さい。
【E-mail】catvfesta@starcat.co.jp
申込締切日 2019年6月7日（金）必着
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出展申込受け付け開始 出展申込締め切り

2019年4月26日(金)

お申込後のスケジュール

2019年6月7日(金)

お申込方法

送付先

日本ケーブルテレビ連盟 東海支部
ケーブルフェスタ事務局

E-mail  catvfesta@starcat.co.jp
※エクセル形式(xlsxまたはxml）での

ご提出をお願いいたします。

別紙「出展申込書」をご記入のうえ、
エクセル形式のまま、メールにてお申込み下さい。

上記の出展申込締め切り日前であっても、
予定小間数になり次第、受付を終了いたします。
ご了承ください。

※詳細につきましては、７月上旬（予定）にケーブルフェスタ ホームページで公開致します「出展のてびき」をご覧下さい。

お申込について

2019年6月7日 2019年7月上旬 2019年８月末

出展のてびき公開出展申込締切

2019年9月初旬

提出書類締切出展料入金締切

mailto:catvfesta@starcat.co.jp
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その他 出展に関しての補足

共同出展

共同出展とは複数の企業または団体が申込ブースを使用し、展示／実演を行うことをいいます。
共同出展には幹事会社が１社必要になります。
共同出展ブースは同ブース数申込の単独出展者と同一条件といたします。
従って事務局では共同出展ブース内の仕切り用基礎壁面は立てないものとします。

出品物

出品物は、当展示コーナーの開催目的・趣旨にそった品目とします。
展示コーナーの運営に支障が生じる恐れがあると認められるものについては、その展示・実演・
装飾に関して制限または禁止することがあります。
展示・実演はすべて自社ブース内で行い、他の出展者に迷惑をおよぼさないように充分注意して
ください。

※次に該当するものは出展禁止
引火性・爆発性または放射性危険物、劇薬物、麻薬、工業所有権を侵害する商品、輸出入または
販売禁止品、裸火、食品関連。

出展位置 ブース位置及び会場レイアウトはケーブルフェスタ事務局にて決定いたします。

その他

免責事項として、ケーブルフェスタ事務局は天災、その他不可抗力の原因により、
会期を変更、または開催を中止することがありますが、これによって生じた出展者の損害を
補償しませんのでご了承ください。場内での物販・飲食・喫煙は禁止します。
ブース注意事項として以下については一切お断りいたします。
①変形ブース ②通路を挟んだ出展 ③凸凹形状ブース
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第2会場イベントのご案内

ケーブルフェスタとは10/4(金)に行われるケーブルテレビ業界向けのＢｔｏＢイベントと
10/5（土）10/6（日）に行われるＢｔｏＣイベントを合わせた総称です。

専門チャンネルブース展示

開 催 日 時：10月5日（土） 10：00～18：00
6日（日） 10：00～17：00

内 容：番組供給事業者による各種番組・
チャンネル紹介

ステージイベント

開 催 日 時：10月5日（土） 10：00～18：00
6日（日） 10：00～17：00

内 容：け～ぶるＧｉｒｌｓライブやＮＨＫキャ
ラクターショーなど

加入者謝恩

開 催 日 時：10月5日（土） 10：00～18：00
6日（日） 10：00～17：00

内 容：加入者の方へプレゼント引換券を発行し、
会場にて交換

ケーブルテレビコーナー

開 催 日 時：10月5日（土） 10：00～18：00
6日（日） 10：00～17：00

内 容：ケーブルテレビのサービスについての
質問や相談受付

加入者限定特別試写会

開 催 日 時：10月5日（土） 12：30～15：00
会 場：東建ホール
対 象：ケーブルテレビ加入者
内 容：スターチャンネルＰｒｅｓｅｎｔｓ

特別試写会
作品未定

広域生中継

開 催 日 時：未定
内 容：ステージやブースの模様を生中継
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会場について

第1会場

■名称/オアシス21 銀河の広場
■所在地/名古屋市東区東桜1-11-1
■ＴＥＬ/052-962-1011 ＦＡＸ/052-962-1013
■管理/栄公園振興株式会社
■アクセス/地下鉄東山線・名城線栄駅下車
■ＵＲＬ www.sakaepark.co.jp

第2会場

■名称/ホテル名古屋ガーデンパレス
■所在地/名古屋市中区錦3丁目11-13
■ＴＥＬ/052-957-1022 ＦＡＸ/052-957-1727
■アクセス/地下鉄東山線・名城線栄駅下車
■ＵＲＬ www.hotelgp-nagoya.com
■駐車場/６４台

第3会場

■名称/東建ホール
■客席数/428席（車椅子席5席含む）
■所在地/名古屋市中区丸の内二丁目1番33号

東建本社丸の内ビル3F・4F
■TEL/052‐232‐8070
■管理/東建コーポレーション株式会社
■アクセス/地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅下車
■ＵＲＬ http://www.token-hall.com/
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来場者数推移

■ホテル名古屋ガーデンパレス会場（ＢｔｏＢ）

2018 2017 2016 2015 2014 2013

セミナー申込人数 528 760 753 889 873 736

セミナー申込受講総人数 1305 1,565 1,763 1,711 1,650 1,740

パーティー有料出席人数 307 324 318 307 322 302

来場申込人数 807 950 917 937 923 920

出展ブース数 46 50 49 59 60 31

ｾﾐﾅｰ・意見交換会ﾃｰﾏ数 40 50 44 38 37 28

■オアシス２１会場　他（ＢｔｏＣ）

2018 2017 2016 2015 2014 2013

土曜日来場者数 36,618 33,821 39,375 36,896 40,623 35,647

日曜日来場者数 32,293 29,401 35,327 36,198 32,136 35,924

二日間来場者数 68,911 63,222 74,702 73,094 72,759 71,571
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お問合せ

ケーブルフェスタ事務局

〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-7
ＮＯＲＥ伏見ビル スターキャット内

TEL 052－231－2360
E-mail  catvfesta@starcat.co.jp

担当：水野・中野・得重

■お問合せ 月～金 9時～18時でお願いいたします。■

ケーブルフェスタ ホームページ

http://www.cable-tv-festa.jp/

日本ケーブルテレビ連盟 東海支部


