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会 員 各 位 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長    米 山 篤 史 

 

国際不動産カンファレンス(ＩＲＥＣ)２０１９の東京開催について 

  

(一社)日米不動産協力機構(ＪＡＲＥＣＯ)と国土交通省は、添付のご案内のとおり国際

不動産カンファレンス(ＩＲＥＣ)２０１９を共同で開催いたします。 

つきましては、ＩＲＥＣ ２０１９への参加やブース出展等につきまして、ご検討いただき

ますようお願い申し上げます。 

なお、申込み・問合せにつきましては、直接、「ＩＲＥＣ ２０１９ 運営事務局」     

（TEL:03-6369-9984、E-mail:irec2019-sponsor@issjp.com）までお願いいたします。 

 

[添付資料] 

・国際不動産カンファレンス(ＩＲＥＣ)２０１９の東京開催について 

・ＩＲＥＣ ２０１９ スポンサー・ブース出展募集要項 

・ＩＲＥＣ ２０１９ スポンサー・展示申込書 

 

[参考ＵＲＬ] 

https://www.irec2019.realtor/index.html 

 

https://www.irec2019.realtor/index.html




会期：2019年9月2日（月）～4日（水） 
会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 

会議構成 

会議の名称 International Real Estate Conference 2019 (IREC 2019) 

共催 国土交通省、一般社団法人日米不動産協力機構（JARECO） 

開催期間 2019年9月2日（月）～4日（水） 

開催場所 
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 
（住所：〒108-0074 東京都港区高輪３丁目１３−１/ TEL: 03-3442-1111） 

会議の特徴 

開発、流通、投資等、不動産に関するあらゆる分野の主体が参加し、各国の不動産市場の現
状や将来に関する情報交換・意見交換を行います。また、展示ブースを設け、日本や各国の事
業主体のビジネスモデル、先端技術などに触れることができる機会や２度のレセプション等を通じて、
参加者同士のネットワーキングの機会を提供します。さらに、IREC 2019の議論を通して、グロー
バル化、テクノロジーの進展、人口構造の変化といった各国が直面する共通課題と不動産業の
関係や我が国の不動産業を世界に発信する予定です。 

会議使用言語 日本語、英語（※日英同時通訳あり） 

参加予定者数 約500名（開催国（日本）から300名、国外から200名を想定） 

開催概要 

IREC 2019 
スポンサー・ブース出展募集要項 

9月2日（月） 9月3日（火） 9月4日（水） 

午
前 

NARグローバル・ 
リーダーシップ・サミット 
（10:00-12:00） 
※招待者のみ 

プレゼンテーション 
不動産業が観光等を通じて 
地域活性化に果たす役割 

（9:00-9:30） 

展示 
ブース 

不動産サイト 
訪問ツアー 

(9:00-12:30) 

パネルディスカッション 
日本・世界が直面する課題と不動産業 
～少子高齢化・環境問題・都市と地方～ 

（9:30-10:30） 

スポンサー紹介 (10:30-10:45) 

プレゼンテーション 
世界各国の不動産事情 
（10:45-12:00） 

昼 ランチ 

午
後 

オープニング・セレモニー 
（14:00-14:30） 

プレゼンテーション 
不動産業と最新テクノロジー 

（13:30-14:30） 

展示 
ブース 

スポンサー紹介 (14:30-14:45) 

プレゼンテーション 
世界の不動産市場の最新動向

（14:30-15:15） 

展示 
ブース 

パネルディスカッション 
不動産流通市場と不動産投資の発展

（14:45-15:45） 

パネルディスカッション 
国際的な観点から見た日本の 

不動産業の今後 
（15:30-16:30） 

パネルディスカッション 
日本の質の高い不動産開発・ 

日本の不動産開発企業の海外戦略 
（16:00-17:00） 

夜 
ウェルカム・レセプション 
（17:00-18:30） 

クロージング・レセプション 
（17:15-18:45） 



項目 
プラチナ ゴールド シルバー 

1,500,000円 1,000,000円 400,000円 

募集枠（予定） 6社 

参加登録無料枠 6名様分 4名様分 2名様分 

展示ブース ○ ○ - 

IREC 2019公式ウェブサイト 
＆当日配布プログラムへの貴社ロゴ掲載 

○ ○ ○ 

IREC 2019当日配布プログラムへの 
貴社紹介記事掲載 

○ ○ ○ 

IREC 2019当日配布プログラムへの 
広告掲載 

○ 

半ページカラー 

○ 

半ページカラー 
- 

コーヒーブレイク中の 
貴社CM投影 

○ - - 

IREC 2019 2日目に自社を紹介する 
5分のスロット付与 

○ - - 

スポンサータイプ ※税込み価格 

展示会期（予定）：  2019年9月2日（月）14:30-18:30 
      2019年9月3日（火）9:00-18:45 
会場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 
展示会場： 香雲・翠雲 (3F)  
スケジュール： 搬入2019年9月2日AM～/搬出2019年9月3日夜（予定） ※詳細は後日お知らせいたします。 

ブースタイプ 単位 サイズ 価格（税込み） 

基礎小間 1 
9㎡ 

(間口3m×奥行き3m×高さ2.7m) 
400,000円 

•出展料金 

•料金に含まれているもの 
   ・展示ブース 
   ・社名板 
   ・電気ソケット+電気供給(500W) 
   ・机１台、椅子2脚 
   ・参加登録無料枠2名様分 
   ・IREC 2019公式ウェブサイト＆当日配布プログラムへの貴社ロゴ掲載 
 
•出展小間数（予定） 
  30小間 
  展示小間の割り当ては、主催者にて調整の上、決定します。 
  ※2小間以上お申込みの場合は、ブース連結が可能です。 

スポンサー募集要項 

出展募集要項 

※プラチナスポンサー、ゴールドスポンサーを希望される方で、ブースの出展を希望されない方は、IREC2019運営事務局までご相談ください。 



全てのスポンサーの申込は先着順で受け付けられます。原則、締切日以降は、お申込を受け付けられません。 
 

申込締め切り： 2019年7月末日 
 
 
お申込み方法 
 
添付の申込用紙に必要事項をご記入の上、メールまたはファックスにて下記までお送り下さい。 
 IREC 2019 運営事務局 
 株式会社 アイ・エス・エス内 
 〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階 
 TEL：03-6369-9984  FAX：03-3453-1180 
 E-mail: irec2019-sponsor@issjp.com 
  
機関・企業名は、プログラム掲載時、社名板制作時に英語表記が必要になりますので、必ずご記入ください。なお、お申
込書に記載の表記を使用させていただきますので、お間違えないようご注意ください。（大文字・小文字もそのままの記載
となります）。また、機関・企業ロゴも必要となりますので、申込書送付時に、あわせて電子データでの送付をお願いいたし
ます。 
 
 
支払方法 
お支払は全て日本円でお願い致します。申込用紙を受理した後、事務局より請求書を発行いたします。請求書に記載さ
れた支払期日までに、指定された口座へご入金ください。振込手数料は申込者のご負担となります。 
 
  
キャンセルについて 
ご入金後のキャンセルは受け付けられませんので、予めご了承いただきますようお願いいたします。 

•海外からの出展 
   任意の展示品については、海外から、ATA Carnet のシステムを使用してください。 
•水・ガスの利用 
   展示場内での水、プロパン・ガス及び圧縮ガスの使用は基本的に禁止いたします。 
•展示場の管理 
   主催は展示品と展示場の管理には万全を期していますが、盗難や事故、自然災害等による損失に関しては責任を 
   負いません。 
•会期・会場・時間変更について 
   会期、開場時間および会場は、やむを得ない事情により変更されることがあります。これらの変更による出展の 
   取り消しは認められません。また、共催者はこれらの変更による一切の損失に対して責任を持ちません。 

お申込、お支払について 

出展注意事項 



 IREC 2019 スポンサー・展示申込書 

締切 ：2019年7月末日 

下記に申し込みます。 

  スポンサータイプ 単位 価格（税込み） 申込 

1 プラチナスポンサー 1 1,500,000円   

2 ゴールドスポンサー 1 1,000,000円   

3 シルバースポンサー 1 400,000円   

◆貴社名（英語表記） 
※プログラム等に記載されますのでお間違いのないようにお願いいたします。 

希望される申込内容の枠に「〇」をご記入ください。 

ブースタイプ 単位 サイズ 価格（税込み） 申込小間数 

基礎小間 1 
9㎡ 

(間口3m×奥行き3m×高さ2.7m) 
400,000円 小間 

貴社名 

ご担当者名 

連絡先 〒 

Tel Fax 

E-mail 

記入日     年     月     日 

（送付先）FAX：03-3453-1180 またはE-mail: irec2019-sponsor@issjp.com 

合計金額  円                  

下記に申込小間数をご記入ください。 
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