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スポンサーシップ
ご案内資料
「スポンサーのご感想」
IAIAスポンサーシップは、世界の影響評
価のニーズを把握し、そのマーケットを
整理する手助けとなり、クライアントへ
より効率的にサービスを提供する助けと
なりました。
リー・チェンバーズさん
ゴールダー・アソシエーツ
（地質エンジニアリング会社）
IAIA09以来のスポンサー

大会テーマ「レジリエンスと持続可能性」
「レジリエンス（復元力、回復力）」は21世紀のグローバル社会における最も重要なキー
ワードの一つです。当初は生態系に関する用語でしたが、現在では環境面だけでなく社会
面、人々の健康面の評価や国際開発、気候変動対策、災害対策等に至るまで、多くの分野
で重要な概念になっています。
2011年に地震・津波と原子力の災害を経験した日本社会にとって、レジリエンスの能力を
高めることは喫緊の課題です。そしてこのことは、日本のみでなく、持続可能な社会にむ
かう全世界にとっても共通の課題です。この会議では、世界中から集まる参加者と、日本
の経験と教訓を共有することをめざしています。
会議トピックス
QQ 自然災害とレジリエンス
QQ 人為災害：災害対応、復興
QQ 生物多様性の復元と生態系評価
QQ 人口変動と持続可能性アセスメント
QQ 国際協力と持続可能な開発
QQ アジア地域の持続可能性にむけた協力
QQ 持続可能な開発のための環境情報インフラ
QQ 交通、土地利用と持続可能性
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IAIA16 スポンサーのメリット
想定される参加者
会議は80以上の国と地域から約700名
以上の参加者が見込まれています。
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産業界/民間企業経営者
国際協力機関（世界銀行など）
政策立案、意思決定者
先住民族の支援組織
影響評価の実務者
影響評価のコンサルタント
政府関係者
議会関係者
産業界実務者
教育、研究関係者
非政府組織（NGO）
その他、影響評価関係者

IAIAはインパクト・アセスメント（影響評価）に関する唯一の学際的で国際的な組織で
す。IAIAの年次大会は、参加者やその所属する組織に、様々な専門と出会い、そして成長
する機会を提供します。2015年の会議には87の国と地域から約980人の人々が集まりまし
た。
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世界から集まる環境と社会の専門家と議論すること
で、専門性を高めることができます
国際社会においてこの世界をリードする組織と認識さ
れるようになります
持続可能性やCSRへの貢献を示すことができます
様々な分野の業界のリーダーと繋がりを築くことが
できます
最先端の情報を入手することができます
この世界をリードする実務者、専門家とネットワーク
を築く機会が得られます
会議の参加者に会社の存在をアピールできます

早期申込
特典
2015年12月31日までに
スポンサーの申し込みを行
なっていただけるとIAIA16の
登録料が
お一人様分
無料となります。

www.iaia.org

スポンサーとしてご提供いただける内容と特典
ご提供いただける項目は以下の通りです。次ページの特典一覧と合わせてご確認ください。ご提供いただいた場合は本ページの特典
に加えて、『スポンサーシップ・カテゴリー』に応じた特典もございます。詳しくは次ページをご覧ください。
金額はUSドル表示

コーヒーブレイク
$6,200 | 7枠
・コーヒーブレイクの際に、ご
提供いただいた企業名等とその
ロゴを看板で表示します。
・ファイナルプログラムにスポン
サーとして記載します。

昼食
$22,000 | 3枠
・昼食は、会議を通じて参加者
に無料で提供されるものです。
・昼食会場において、ご提供いた
だいた企業名等を表示します。
・その日の予定表に、ご提供いた
だいた企業等の謝辞を記載します

筆記用具
$2,700 | 2枠
・IAIAの年次大会では参加者に
筆記用具を配付します。
・その筆記用具に、本スポンサ
ー枠にご応募いただいた企業名
等を印刷します。

携帯電話等のアプリケ
ーション
$16,000 | 1枠
・IAIA16では、参加者がいつで
もアクセスできる携帯端末用の
アプリケーションを用意します。
・本スポンサー枠にご提供いた
だいた企業名等とそのロゴを、
アプリケーションにおいて表記
いたします。

大会用バッグ
$12,000 | 1枠
・IAIA16の参加者には、大会プ
ログラムや配付資料が入ったバ
ッグが渡されます。参加者は、
大会終了後もこれを使用するこ
とでしょう。
・本スポンサー枠にご提供いた
だいた企業名等とロゴを、IAIA16
のロゴと合わせてバッグに印刷
します。

オープニング・レセプ
ション

分科セッション

ファイナルプログラム

$3,000 | 1セッション

$5,000 | 1枠

$18,000 | 1枠

・特定のトピックに関心のある
方には、関連する発表セッショ
ン（1時間30分程度）の枠を活用
いただけます。
・なお、このスポンサー枠は、
大会プログラム委員会とセッシ
ョン座長の承認を経て決定され
ますのでご注意ください。

・プログラムは、大会中だけで
なく大会後も、多くのIAIA関係
者によって使用されます。
・本大会において宣伝効果の高い
スポンサー枠の一つです。
・印刷製本版、オンライン版の
双方で、スポンサーとして記載
いたします。

開会式

参加者へのサポート

・このスポンサー枠をご提供いた
だいた企業等の代表者の方を、
オープニング・レセプションに
ご招待し、スポンサーとしてご
紹介します。
・代表者の方に加えて3名、オー
プニング・レセプションにご招
待します。

大会記念ディナー
（バンケット）
$42,000 | 1枠
・名古屋大会へ出席する各国の
参加者は、その土地の文化や食
を体験したいと考えています。
バンケットはその絶好の機会と
なります。
・当日はバンケットを楽しむ大会
参加者と交流し、ネットワークを
広げることができます。

テーマフォーラム
$10,000 | 各フォーラム
最大12枠
・テーマフォーラムはIAIA大会
において注目されるセッション
です。
・インパクト・アセスメントに関
する幅の広い論点について、分野
横断的に取り組んでいる世界的な
講演者が登壇します。
・テーマフォーラムの数、スポン
サー枠の数には限りがあります。
関心のある分野のテーマフォー
ラムをご提供いただく場合は、
お早めにお申し込みください。
・なお、このスポンサー枠は、
大会プログラム委員会とテーマ
フォーラム議長の承認を経て決
定されますのでご注意ください。

$12,000 | 1枠
・素晴らしい会議は、参加者が
一同に会する開会式の意欲的な
演説で幕が上がります。
・本スポンサー枠に応募いただ
いた企業名等の名称とロゴを、
開会式の冒頭で表示いたします。

閉会式
$6,000 | 1枠
・閉会式では大会を振り返ると
ともに、次回の会合に向けての
総括を行います。
・本スポンサー枠にご提供いただ
いた企業名等の名称とロゴを、閉
会式で表示し、参加者に強い印象
を残すことができます。

約＄5,500 | 1名
・途上国や市場経済移行国から
IAIA16に出席する専門家へのサ
ポートをお願いします。
・当該専門家の旅費や大会参加
費等の、サポート全般は、IAIA
本部が担当します。
・もしご希望がある場合は、当
該専門家の申込受付とその選考
過程にご参加いただくこともで
きます。
・このスポンサーに係る費用は、
大会参加費、トレーニングコー
ス参加費、航空賃、宿泊費等に
使用されます。
・詳細は、IAIA本部（shelli@
iaia.org）にお問い合わせくだ
さい。

その他
・ここに記載した内容以外でも、
金額を問わず、IAIAの活動にご賛
同いただける皆様からのご支援を
お待ちしています。
・ ご支援いただいた資金は、会
議室やAV機器のレンタル料等、
本会議に係る管理経費にあてら
れます。

【スポンサーに応募いただいた方の、大会発表について】
・IAIAではスポンサーに応募いただいた方に、発表セッションやテー
マフォーラムにおける発表者・提供者としても、ぜひ参加していただ
きたいと考えています。ご希望の方は、発表者用の応募申込スケジュ
ールを大会webサイトにてご確認ください。
・但し、スポンサーに応募いただいた方の発表につきましても、内
容の審査（テクニカル・レビュー）があることにご注意下さい。テ
クニカル・レビューでは、他の発表予定者と同基準により発表の可
否が判定されます。

大会スポンサーシップの特典
スポンサーとなることに関心を持っていただけましたら、IAIA日本委員会事務局にご
連絡下さい。折り返し、スポンサーシップ契約書（案）とスポンサーにお受けいただ
ける特典リストをお送りします。

スポンサーとして提供可能な金額をお示
しいただくか、2ページに記載の内容の1
つまたは複数をお選びください。

なお、IAIAがご提供する特典を確実に確保していただくために、2016年3月18日（金）
までに意思の表示をお願いします。（大会にて企業ロゴの掲載が可能な場合は併せてロ
ゴもお送りください。）もちろん、同日以降でもご連絡をお待ちしています。

提供金額に応じた特典は、以下の通りで
す。

金額はUSドル表示．

スポンサーシップ
カテゴリー

特典
IAIA e-ニュースレターへの掲載
（9,000部発行）

リーフ
★

アイランド
★★

コンチネント
★★★

アース
★★★★

プレミア
★★★★★

$2,000 - $4,500

$5,000 - $18,000

$19,500-$37,000

$38,500-$55,000

> $60,000

3

3

3

3

3
ロゴを大きめに表示お
よび企業ウェブサイト
への直接リンク
（アクセス解析付き）

大会ウェブページでの掲載

企業名

ロゴ

ロゴ

ロゴおよび企業ウ
ェブサイトへの直
接リンク
（アクセス解析付
き）

ファイナルプログラムでの掲載

企業名

ロゴ

ロゴ

ロゴ

ロゴを表紙に掲載

大会後の最終参加者名簿の配布

3

3

3

3

3

参加登録の特典

1

2

3

4

5

大会記念ディナー（バンケット）チケット
の特典

1

3

5

7

9

「Sponsor」表示の名札の提供

3

3

3

3

3

「Proud Sponsor of IAIA16」のロゴを貴
社ウェブサイトやe-メールの署名で利用す
る権利

3

3

3

3

3

スポンサーとしてIAIA年次報告書に3年間
掲載、
IAIAウェブサイトには常に掲載

3

3

3

3

3

1

2

3

4

1/4ページの
広告１枚

1/2ページの
広告１枚

1ページの広告1枚

1ページの広告1枚

25%引き

50%引き

75%引き

無料

IAIAの法人年会費（スタンダード）
1,000USドルの特典

3

3

3

年4回発行のジャーナル、Impact Assessment
and Project Appraisal のご送付

3

3

3

IAIA専用サイト、IAIAConnectとIAIA SNSへ
の 参加特典

3

3

3

50%引き

無料

3

3

ハードコピーの冊
子1冊またはUSB

ハードコピーの冊子2
冊またはUSB

50語

100語

参加登録料の割引（50 ％）
最終プログラムに白黒印刷の広告掲載
ブースまたは卓上ディスプレイ展示の割引

大会前のトレーニングコース参加割引
（2名）
テーマフォーラムまたは分科セッションの
指名スポンサー（どちらか1枠）
折り込み広告
ウェブページでのプロフィール掲載
月刊IAIA e-ニュースでの直接リンク
（9,000部発行）

プレスリリースにおける謝辞掲載
すべての大会ウェブページでの掲載

3
3
3

ご関心のある方はこちらへ
ご連絡下さい
より詳しい情報をご用意してご連絡
をお待ちしております
IAIA16 日本委員会事務局
東京工業大学
大学院総合理工学研究科
村山武彦・錦澤滋雄研究室
〒226-8502横浜市緑区長津田町
4259, G5-9
Tel: 045-924-5550 or 5540
教授・村山武彦
准教授・錦澤滋雄
info@iaia-japan.org

IAIAについて
IAIAは政策や計画、プログラム、事業の意思決定をサポートする影響評価のベ
ストプラクティスに関して世界をリードするネットワークです。
IAIAは35年以上にわたり年次大会と関連したイベントを開催しています。この
活動を通じて、影響評価の専門家に加えて環境に関する政策決定者、研究者、
産業界、援助機関など多くの方々とともに専門的な情報交換とネットワークづ
くりに寄与してきました。現在、IAIAは120をこえる国と地域に会員を持ち、世
界中で影響評価を通じたより望ましい事業の実現に貢献しています。

インパクト・アセス
メントとは
インパクト・アセスメント（ＩＡ：
影響評価）は環境面のみでなく、事
業にともなう様々なリスクや健康へ
の影響、新しいテクノロジーの導入
など、幅の広い領域で影響を評価
する総合的なツールです。そして、
利害関係者とのコミュニケーション
を通して、事業に関わるあらゆる関
係者との合意形成を支援するツール
でもあります。このツールに関する
専門的な技術と最新のノウハウを身
に付けることは、企業がこのグロー
バル時代に先進的な地位を確立する
ための手助けになります。また、世
界に広がるIAIAのネットワークが、
環境面での強力なサポートになりま
す。各種スポンサー特典とこれまで
の大会の実施実績をご覧の上、スポ
ンサーとなる可能性をご検討下さ
い。

International Association
for Impact Assessment

International Headquarters
1330 23rd Street South, Suite C | Fargo, ND 58103-3705 | USA
Phone +1 701 297 7908 | Fax +1 701 297 7917
info@iaia.org | www.iaia.org

国内実行組織
IAIA16 日本委員会事務局
東京工業大学 大学院総合理工学研究科 村山武彦・錦澤滋雄研究室
〒226-8502横浜市緑区長津田町4259, G5-9
Tel: 045-924-5550 or 5540
info@iaia-japan.org

協力団体等
環境省
独立行政法人 国際協力機構 （JICA）
株式会社 国際協力銀行 （JBIC）
独立行政法人 日本貿易振興機構 （JETRO）
株式会社 日本政策投資銀行
環境アセスメント学会
一般社団法人 日本環境アセスメント協会

国土交通省観光庁
日本政府観光局（JNTO）
愛知県
名古屋市
公益財団法人 名古屋観光コンベンシ
ョン ビューロー
名古屋国際会議場

