
（株）VRテクノセンター 

VRテクノセンター 広告スペースご利用案内 

 

 

当社では、ロボット・IoT・AI等の普及、市場拡大を目的として、ロボット SIer 企業の育成・PR・

商談を支援しております。 

当社内に用意しております広告スペースをご利用いただくことで、貴社及び貴社製品をロボット

SIer企業に対して効果的に PRできますのでぜひご活用ください。 

 

■利用申込みについて 

・ 広告スペースは利用料金をお支払い頂いた日から利用開始となります。利用期間の起算日は翌月 1

日から 1 年間となります。お支払い日から当月末までの期間は別途費用を頂く事なく無料でご利用

頂けます。但し、パンフレット資料・製品・デモ機・ポスター等の展示物は起算日に間に合うよう

当社へ郵送またはお持ち込み頂きますようお願い致します。 

・ 利用料金、広告スペースについては別紙の「価格設定・広告スペースについて」をご参照ください。 

・ 利用申込みの際、料金のお支払い後、貴社都合によるキャンセル等があった場合の返金は致しかね

ますので予めご了承ください。 

・ お申込みについては、Mail・FAX のいずれかでお申込みいただけます。送付先については別紙「利

用申込書」をご参照ください。 

ご質問等につきましてはサポートセンター窓口へご連絡ください。 

＜サポートセンター窓口＞（株）VRテクノセンター 

             担当 企画開発部 システムインテグレーション課 清水 

TEL 058-379-2235 

E-mail kikaku-si@vrtc.co.jp 

 

■利用申込み方法 

① 「利用規約」・「価格設定・広告スペースについて」に同意いただいた上で別紙「利用申込書」にご記

入の上、当社へご送付ください。 

② 当社にて利用申込書を受理後、請求書を発行し送付致します。 

③ 利用料金については、請求書がお手元に届いてから 1週間以内にお振込みください。ご入金を確認し

た時点で契約完了とします。 

④ ご入金を確認後、利用承諾書を発行し送付いたします。利用承諾書がお手元に届きましたら、大切に

保管してください。 

 

※利用申込みをいただいた際、広告スペースの空き状況や、ご提供頂く資料等の内容により、調整相談

またはお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 
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利用規約 

 

平成 30年 7月 17日 

株式会社ブイ・アール・テクノセンター 

 

この利用規約（以下「本規約」という）は株式会社ブイ・アール・テクノセンター（以下「当社」と

いう）が提供する広告スペースの利用条件を定めるものです。 

 

第 1条（目的・事業内容） 

当社では、ロボット・IoT・AI等の普及、市場拡大を支援することを目的とし、ロボット SIer企業の

育成・PR・商談を支援する事を想定しています。さらにロボット SIer企業とユーザーとのマッチングの

促進を支援する事業を実施します。 

 

第 2条（利用期間） 

広告スペースは利用料金をお支払い頂いた日から利用開始となります。利用期間の起算日は翌月 1 日

から 1 年間となります。但し、期間満了の 1 ヵ月前までに貴社から解約の申し出がない場合は自動更新

されるものとし、利用期間を 1 年間延長させて頂きます。延長に伴う利用料金の請求は期間満了の 1 ヵ

月前に当社から請求書を送付致します。 

ご利用開始後、貴社都合による途中解約があった場合の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

パンフレット資料・製品・デモ機・ポスター等の展示物は起算日に間に合うよう当社へ郵送またはお

持ち込み頂きますようお願い致します。 

 

第 3条（利用条件） 

利用申請をされた際、広告スペースの空き状況や、ご提供頂く資料等の内容により、調整相談または

お断りさせていただく場合がございますので予めご了承願います。 

 

第 4条（お支払い） 

当社より請求書を送付後、1週間以内にお支払いください。 

なお、ご入金の確認ができない場合は、自動的に利用申込みをキャンセルします。 

 

第 5条（免責事項） 

 パンフレット資料・製品・デモ機・ポスター等の展示中に発生した汚損・破損等におきましては、当

社では責任を負いかねますので予めご了承願います。 

 広告内容に関する責任は当社では負いかねますので予めご了承願います。 

 

第 6条（損害責任） 

 製品・デモ機等の現地調整または展示動作中に、当施設への汚損・破損等が確認された場合、貴社に

て賠償を行っていただく場合がございますので予めご了承願います。 

 



（株）VRテクノセンター 

第 7条（協議） 

上記以外に関する事項について疑義が発生した場合、利用申請者と当社において個別調整を行い、両

社が前向きに協議し解決を図ることとします。 

 

第 8条（合意管轄裁判所） 

 本規約に関して紛争が生じたときは、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。 

 

なお、本利用規約はお申込みにおいて当利用規約に同意されたものとみなします。 
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価格設定・広告スペースについて 

 

広告スペースは用途に応じて下記の 4種を用意しております。 

■広告スペース利用料金                        平成 30年 7月 17日時点 

No. 項  目  名 利用料金（1スペース／年） 

1 企業・製品パンフレット用スペース 3万円   

2 製品、デモ機用スペース 6万円   

3 ポスター用スペース 
A1サイズ 3万円   

A2サイズ 2万円   

表示価格は全て税抜きです。 

 

当社ホームページに貴社の広告バナーを記載する場合、広告スペースとの併用利用の有無により利用料

金が変わります。 

■広告バナー利用料金                        平成 30年 7月 17日時点 

No. 項  目  名 

利用料金（1バナー／年） 

バナーのみ利用時 
広告スペースとの 

併用利用時 

4 広告バナー 

大サイズ 6万円   5万円   

中サイズ 5万円   4万円   

小サイズ 3万円   2万円   

表示価格は全て税抜きです。 

 

広告スペースの各サイズ・利用料金等については、市場動向や利用状況に合わせ見直す場合がございま

すので、ご利用の際は最新情報をWebサイトやスタッフにご確認ください。 

 

パンフレット資料・製品・デモ機・ポスター等の展示物を郵送される場合は下記住所へご送付ください。 

（株）VRテクノセンター（担当：企画開発部 システムインテグレーション課 清水） 

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ１丁目１番地 

TEL 058-379-2235 

 

広告バナーの素材（画像・リンク先 URL）はMailにてご提供ください。 

（株）VRテクノセンター（担当：企画営業本部 松本） 

E-mail  sier-info@vrtc.co.jp 

TEL 058-379-2235 
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■広告スペースについて 

 （1）企業・製品パンフレット用スペースについて 

  ・1スペース A4（297mm×210mm）サイズとなります。 

  ・図 1のように、複数のスペースをまとめた形で設置します。 

   （図 1のイメージでは、1つのスタンドで 14スペースを用意致します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・パンフレット等の厚さは、1冊 10mm以下でお願い致します。 

・パンフレット等の補充は当社にて適宜行います。補充分の残りが少なくなった際、当社より貴社

へご連絡をさせていただきます。 

・パンフレット等の差し替えは、利用期間内であればいつでも可能です。ご希望の際は、サポート

センター窓口までご連絡をお願い致します。 

その際、差し替え前のパンフレット等については、当社にて破棄致します。返送をご希望の場合、

送料は貴社にてご負担いただきますので予めご了承願います。 

・スペースを複数ご利用される場合、数に応じたスペース数を、利用申込書のスペース希望枠数の

欄にご記入いただきますようお願い致します。 

 

 

 

  

図 1 企業・製品パンフレット用 

スペースイメージ 

図 2 1スペースのサイズ 
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（2）製品、デモ機用スペースについて 

  ・1スペース 450mm×600mmサイズとなります。 

  ・製品・デモ機用にテーブルを用意致します。テーブル 1 つに付き 3 スペースに分割しご利用いた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・製品・デモ機の総重量は 1スペースに付き 10kg以下でお願い致します。 

・製品・デモ機は完成状態でご送付いただくようお願い致します。 

組立・調整等が必要な場合、当社へお越しいただき、貴社にて行っていただきますようお願い致

します。 

  ・可動するものの場合、可動範囲含めて図 4に示すスペースの範囲内となるようにお願い致します。 

   1スペースを超える場合、複数スペースをご利用いただくようお願い致します。 

・ゴミ・粉塵等が発生するものはご遠慮ください。 

・コンセントは、1スペースに付き 100Vコンセント 1口まで使用可能となります。 

ご利用される場合、「利用申込書」のその他の項目にてコンセントご使用の旨と、使用予定電力を

ご記入いただきますようお願い致します。 

  ・エアーコンプレッサー設備からの圧縮空気の配管はご利用いただけませんので予めご了承願いま

す。 

 

 

 

 

  

図 3 製品、デモ機用スペースイメージ 図 4 1スペースのサイズ 
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（3）ポスター用スペース 

  ・ポスターはパネルにて壁掛けの形で展示致します。 

   サイズは A1（841mm×594mm）、A2（594mm×420mm）の 2種となります。 

   1スペースに付き選択されたサイズのパネル 1枚のご利用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ポスターの厚みは 1mm以下でお願い致します。 

・ポスターの差し替えは、利用期間内であればいつでも可能です。ご希望の際は、サポートセンタ

ー窓口までご連絡をお願い致します。 

その際、差し替え前のポスターは、当社にて破棄致します。返送をご希望の場合、送料は貴社に

てご負担いただきますので予めご了承願います。 

・スペースを複数ご利用される場合、数に応じたスペース数を、利用申込書のスペース希望枠数の

欄にご記入をいただきますようお願い致します。 
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図 5 ポスター用スペースイメージ（A1） 図 6 ポスター用スペースイメージ（A2） 
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（4）広告バナーについて 

 

・当社の「岐阜県ロボット SIセンター」ウェブサイトにて、貴社

バナーを掲載致します。 

・掲載場所はウェブサイトの下部（左図の赤枠部分）に貼り付け

となります。トップ画面含め全ページにて同様の位置に掲載致

します。 

・バナーの規格は下記となります。 

サイズ： （大）縦 100px×横 280px 以下 

     （中）縦 150px×横 180px以下 

     （小）縦 90px×横 120px以下 

容量： 100kb 以下 

アニメーション GIF使用： 不可 

フラッシュ使用： 不可 

ファイル形式： GIF または JPG 

・バナーの素材（画像・リンク先URL）は利用開始日の 5営業日

前までに当社へご提供頂きますようお願い致します。 

・バナーの差し替えは、利用期間内であればいつでも可能です。

ご希望の際は、サポートセンター窓口までご連絡をお願い致し

ます。 

・バナーの掲載について、当社ウェブサイトへのアクセス数・バ

ナーのクリック数等のカウントはありません。また、当社から

貴社への定期報告及びレポート提出等もありませんので予めご

了承ください。 

 

 

 

 

 

図 7 広告バナー掲載イメージ 

   （トップ画面のイメージ） 
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VRテクノセンター 広告スペース利用申込書 

 

申込日 平成  年  月  日（ ） 

利用団体・代表者名 

 

 

 

ご担当者氏名  

連絡先住所・電話番号 

〒 

 

 

TEL・FAX TEL              FAX 

E-Mail  

広告スペース 

希望種類・枠数 

□企業パンフレット・製品パンフレット用スペース  （    ）枠 

□製品・デモ機用スペース             （    ）枠 

□ポスター用スペース（ A1サイズ ）        （    ）枠 

□ポスター用スペース（ A2サイズ ）        （    ）枠 

□広告バナー（ 大サイズ:縦 100px × 横 280px以下 ） 

□広告バナー（ 中サイズ:縦 150px × 横 180px以下 ） 

□広告バナー（ 小サイズ:縦  90px × 横 120px以下 ） 

利用種別 

□企業パンフレット   □製品パンフレット   

□製品・デモ機展示   □ポスター展示 

□広告バナー掲載 

その他 

 

当社にて利用申込書を受理後、請求書を発行し送付致します。 

請求書がお手元に届いてから 1週間以内にお振込みください。 

ご入金を確認後、利用承諾書を送付致します。 

 

＜利用申込書送付先＞ 

Mailか FAXのいずれかにお送りください。 

E-mail  kikaku-si@vrtc.co.jp   FAX 058-379-2282 

 

尚、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。 

＜サポートセンター窓口＞（株）VRテクノセンター 

             担当 企画開発部 システムインテグレーション課 清水 

TEL 058-379-2235 

 


