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学会・会議運営、展示会・イベント運営、キャンペーン事務局運営は、案件によって対応の方法がさまざまに異なります。
千差万別の事務局業務の中で、必要な業務をカスタマイズしながらサポートいたします。

“じむさぽ”は、
学会・大会・各種会議や、展示会・販促イベント・セミナー開催、
キャンペーンやコンクール運営の事務局業務を代行・サポートするサービスです。
お客様のご要望に合わせてメニューを組み立て、
コンベンションやイベント、キャンペーンを全面的にサポートします。

ISO14001 認証
JQA-EM1661

ISO9001 認証
JQA-QM3572

出版印刷物、商業印刷物
及び事務用印刷物の製造

ISO14001 認証
JQA-EM1661

ISO9001 認証
JQA-QM3572

出版印刷物、商業印刷物
及び事務用印刷物の製造

環境管理の国際規格であるISO104001、
品質管理の国際規格であるISO9001を
それぞれ取得しております。
どちらも、「環境への取り組み」「品質保証
体制」を認証するもので、常に“環境を意
識した企業活動、製品の提供”と、“安定し
た品質の製品提供”を心掛けています。

私たちはダイレクトメールや名簿などお客様の大切な
個人情報を扱う会社として、お客様により安心しておま
かせいただきたいとの考えから、2000年2月に新潟県
内の印刷業界で初めて「プライバシーマーク」を取得し
ました。個人情報保護への対策が最も重要な課題とも
いわれるなか、私たちはいち早く整備した個人情報保護
に関するコンプライアンス・プログラムに基づいて確かな
情報管理を行っています。

個人情報保護方針
私たちは、信用にお応えするために、
お客様のプライバシーを第一に考えます。

環境・品質方針
資源を大切に、環境を愛することが私たちのテーマです。
“ありがとう”といわれる製品を、私たちが責任をもって作ります。

お打ち合わせ

■ 運営概要・ご要望のヒアリング
■ サポートメニュー組み立て
■ ワークフロー・役割分担決定

メニュー決定・
お見積もり
■ サポートメニュー決定
■ お見積もり算定

事務局代行

■ 事前準備
■ 当日（期間中）進行
■ 終了後の事後処理

（個別の業務に関しては、お打ち合わせ
 の中で細かく決定します）

完了・報告書提出

■ 業務終了・分析
■ 反省・分析、フィードバック
■ 完了報告書提出
■ 次回への展開

進行フロー

学会・大会・
各種会議向け
サポート

展示会・
販促イベント・セミナー

開催サポート

キャンペーン事務局・
コンクール等
運営サポート

事務局サポートサ ービス

事 務 局 サ ポ ート サ ー ビ ス

事 務 局 サ ポ ート サ ー ビ ス

その事務局の
お仕事

聞かせてください
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大型コンベンション施設で開催される大規模なもの
から、小さな会議室で行われる小規模なものまで、
各種サポートいたします。

全体にかかる企画から細部に
至るまで、内容に応じて必要
となる企画やシステム、資材
を整理し、最適な形でご用
意、運用します。

■　企画内容検討 ■　スケジュール管理
■　ウェブサイト立ち上げ ■　ウェブサイト制作・管理

全体企画

■　広報・告知物の制作 ■　当日使用する資料の制作・印刷
■　抄録集の印刷 ■　参加証・ネームプレート作成・発送

制作・発送

■　事前登録、参加者登録、宿泊管理等システム設計・運用
■　演題投稿受付システム設計・運用

システム整備

■　会場音響・設営企画～手配

会場施工

■　当日進行管理 ■　会場受付 ■　動画配信

当日運営

■　お礼状制作・発送

終了後対応

企画・制作

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　参加者・来場者アンケート作成 ■　名刺・アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回開催のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

それぞれの手配や事務手続き、調達、運用設計を行います。

■　会場選定 ■　会計・入金管理（事務局口座管理）
■　講師、パネリスト選定・交渉 ■　広報・告知方法選定
■　当日スタッフ手配 ■　参加登録代行
■　記念品手配 ■　宿泊・交通・各種行事手配

事前準備

学会・大会・各種会議向けのサポート
BtoBやBtoCなど、さまざまなイベント・セミナーの
運営をサポートします。御社でセミナーを行う際の
運営バックアップもお任せください。

全体にかかる企画から細部に
至るまで、内容に応じて必要
となる企画やシステム、資材
を整理し、最適な形でご用
意、運用します。

■　企画内容検討 ■　スケジュール管理 ■　集客プロモーション
■　販売促進サポート ■　ウェブサイト立ち上げ
■　ウェブサイト制作・管理 ■　会場内アトラクション企画立案

全体企画

■　広報・告知物の制作 ■　当日使用する資料の制作・印刷
■　参加証・IDカード作成・発送 ■　お礼状制作・発送 

制作・発送

■　顧客DB作成～招待者リスト作成 ■　事前登録システム設計・運用

システム整備

■　会場音響・設営企画～手配

会場施工

■　当日進行管理 ■　会場受付 ■　動画配信

当日運営

■　お礼状制作・発送

終了後対応

企画・制作

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　参加者・来場者アンケート作成 ■　来場者名刺、アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回開催のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

それぞれの手配や事務手続き、調達、運用設計を行います。

■　会場選定 ■　会計・入金管理（事務局口座管理） 
■　講師、パネリスト選定・交渉 ■　広報・告知方法選定
■　当日スタッフ手配 ■　参加登録代行
■　ノベルティ制作・手配 ■　宿泊・交通・各種行事手配（講師等）

事前準備

展示会・販促イベント・セミナー開催のサポート
オープンキャンペーンやクローズドキャンペーンなど
のプレゼントキャンペーンや、キャンペーンイベント
企画、コンクールの運営事務局も対応いたします。

■　応募受付対応・管理・報告 ■　抽選 ■　個人情報の管理
■　当選賞品の一時保管 ■　当選者への賞品発送

キャンペーン

■　応募作品の受付・保管 ■　個人情報の管理
■　申査業務サポート ■　表彰状等の名入れ出力
■　賞品・記念品の一時保管 ■　賞品・記念品の発送
■　応募作品の返却

コンクール

保管
抽選・発送

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　応募者アンケート作成 ■　アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

キャンペーン、コンクールの全体設計を行い、5W1Hを明確にして手順を確立します。

■　事務局マニュアル作成 ■　問い合わせ問答集作成
■　特設電話開設 ■　プレゼント賞品選定 
■　広報・告知方法選定 ■　スタッフ教育

個人情報を含む応募ハガキや作品などの管理、またそれらを用いた発送、出力などに対応い
たします。

事前準備

対応をスムーズに、効率的に行うために、必要な企画プロモーションやクロスメディア展開を
ご提案いたします。

■　プロモーション企画内容検討 ■　スケジュール管理 ■　ウェブサイト立ち上げ
■　ウェブサイト制作・管理 ■　広報戦略企画 ■　クロスメディア展開
■　広報・告知物の制作 ■　販促資材、キャンペーン資材の制作

企画・制作

キャンペーン事務局・コンクール等運営サポート

プライバシーマーク
取　得

個人情報の
取り扱いも
ご安心ください
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事前準備

展示会・販促イベント・セミナー開催のサポート
オープンキャンペーンやクローズドキャンペーンなど
のプレゼントキャンペーンや、キャンペーンイベント
企画、コンクールの運営事務局も対応いたします。

■　応募受付対応・管理・報告 ■　抽選 ■　個人情報の管理
■　当選賞品の一時保管 ■　当選者への賞品発送

キャンペーン

■　応募作品の受付・保管 ■　個人情報の管理
■　申査業務サポート ■　表彰状等の名入れ出力
■　賞品・記念品の一時保管 ■　賞品・記念品の発送
■　応募作品の返却

コンクール

保管
抽選・発送

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　応募者アンケート作成 ■　アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

キャンペーン、コンクールの全体設計を行い、5W1Hを明確にして手順を確立します。

■　事務局マニュアル作成 ■　問い合わせ問答集作成
■　特設電話開設 ■　プレゼント賞品選定 
■　広報・告知方法選定 ■　スタッフ教育

個人情報を含む応募ハガキや作品などの管理、またそれらを用いた発送、出力などに対応い
たします。

事前準備

対応をスムーズに、効率的に行うために、必要な企画プロモーションやクロスメディア展開を
ご提案いたします。

■　プロモーション企画内容検討 ■　スケジュール管理 ■　ウェブサイト立ち上げ
■　ウェブサイト制作・管理 ■　広報戦略企画 ■　クロスメディア展開
■　広報・告知物の制作 ■　販促資材、キャンペーン資材の制作

企画・制作

キャンペーン事務局・コンクール等運営サポート

プライバシーマーク
取　得

個人情報の
取り扱いも
ご安心ください



大型コンベンション施設で開催される大規模なもの
から、小さな会議室で行われる小規模なものまで、
各種サポートいたします。

全体にかかる企画から細部に
至るまで、内容に応じて必要
となる企画やシステム、資材
を整理し、最適な形でご用
意、運用します。

■　企画内容検討 ■　スケジュール管理
■　ウェブサイト立ち上げ ■　ウェブサイト制作・管理

全体企画

■　広報・告知物の制作 ■　当日使用する資料の制作・印刷
■　抄録集の印刷 ■　参加証・ネームプレート作成・発送

制作・発送

■　事前登録、参加者登録、宿泊管理等システム設計・運用
■　演題投稿受付システム設計・運用

システム整備

■　会場音響・設営企画～手配

会場施工

■　当日進行管理 ■　会場受付 ■　動画配信

当日運営

■　お礼状制作・発送

終了後対応

企画・制作

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　参加者・来場者アンケート作成 ■　名刺・アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回開催のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

それぞれの手配や事務手続き、調達、運用設計を行います。

■　会場選定 ■　会計・入金管理（事務局口座管理）
■　講師、パネリスト選定・交渉 ■　広報・告知方法選定
■　当日スタッフ手配 ■　参加登録代行
■　記念品手配 ■　宿泊・交通・各種行事手配

事前準備

学会・大会・各種会議向けのサポート
BtoBやBtoCなど、さまざまなイベント・セミナーの
運営をサポートします。御社でセミナーを行う際の
運営バックアップもお任せください。

全体にかかる企画から細部に
至るまで、内容に応じて必要
となる企画やシステム、資材
を整理し、最適な形でご用
意、運用します。

■　企画内容検討 ■　スケジュール管理 ■　集客プロモーション
■　販売促進サポート ■　ウェブサイト立ち上げ
■　ウェブサイト制作・管理 ■　会場内アトラクション企画立案

全体企画

■　広報・告知物の制作 ■　当日使用する資料の制作・印刷
■　参加証・IDカード作成・発送 ■　お礼状制作・発送 

制作・発送

■　顧客DB作成～招待者リスト作成 ■　事前登録システム設計・運用

システム整備

■　会場音響・設営企画～手配

会場施工

■　当日進行管理 ■　会場受付 ■　動画配信

当日運営

■　お礼状制作・発送

終了後対応

企画・制作

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　参加者・来場者アンケート作成 ■　来場者名刺、アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回開催のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

それぞれの手配や事務手続き、調達、運用設計を行います。

■　会場選定 ■　会計・入金管理（事務局口座管理） 
■　講師、パネリスト選定・交渉 ■　広報・告知方法選定
■　当日スタッフ手配 ■　参加登録代行
■　ノベルティ制作・手配 ■　宿泊・交通・各種行事手配（講師等）

事前準備

展示会・販促イベント・セミナー開催のサポート
オープンキャンペーンやクローズドキャンペーンなど
のプレゼントキャンペーンや、キャンペーンイベント
企画、コンクールの運営事務局も対応いたします。

■　応募受付対応・管理・報告 ■　抽選 ■　個人情報の管理
■　当選賞品の一時保管 ■　当選者への賞品発送

キャンペーン

■　応募作品の受付・保管 ■　個人情報の管理
■　申査業務サポート ■　表彰状等の名入れ出力
■　賞品・記念品の一時保管 ■　賞品・記念品の発送
■　応募作品の返却

コンクール

保管
抽選・発送

集まったデータを収集・分析し、報告書としてまとめます。運営全体を通しての所感を、
今後のためにまとめます。

■　応募者アンケート作成 ■　アンケート入力
■　アンケート集計・分析 ■　各種収集データまとめ
■　報告書作成 ■　次回のための情報整理（PDCA管理）

まとめ・分析

キャンペーン、コンクールの全体設計を行い、5W1Hを明確にして手順を確立します。

■　事務局マニュアル作成 ■　問い合わせ問答集作成
■　特設電話開設 ■　プレゼント賞品選定 
■　広報・告知方法選定 ■　スタッフ教育

個人情報を含む応募ハガキや作品などの管理、またそれらを用いた発送、出力などに対応い
たします。

事前準備

対応をスムーズに、効率的に行うために、必要な企画プロモーションやクロスメディア展開を
ご提案いたします。

■　プロモーション企画内容検討 ■　スケジュール管理 ■　ウェブサイト立ち上げ
■　ウェブサイト制作・管理 ■　広報戦略企画 ■　クロスメディア展開
■　広報・告知物の制作 ■　販促資材、キャンペーン資材の制作

企画・制作

キャンペーン事務局・コンクール等運営サポート

プライバシーマーク
取　得

個人情報の
取り扱いも
ご安心ください



■営業本部
〒950-8724　新潟市中央区和合町２丁目４番１８号　第一和合ビル
TEL（025）285-7161㈹　FAX（025）282-1776
■企画開発本部 第一CIC
〒950-8724　新潟市中央区和合町２丁目４番１８号　第一和合ビル
TEL（025）283-6222㈹　FAX（025）282-1784
■本社工場
〒950-0134　新潟市江南区曙町４丁目６番１８号
TEL（025）382-7400㈹　FAX（025）383-1170
■東京本部
〒110-0003　東京都台東区根岸２丁目１４番１８号　第一根岸ビル
TEL（03）3871-4261㈹　FAX（03）5603-7320

■中越支店
〒940-0864　新潟県長岡市川崎５丁目４４２-１　第一長岡ビル
TEL（0258）34-6300㈹　FAX（0258）33-9011
■上越支店
〒943-0802　新潟県上越市大豆１丁目１２番７号　第一上越ビル
TEL（025）524-8650㈹　FAX（025）524-8806
■佐渡営業所
〒952-0016　新潟県佐渡市原黒300番地1　JA佐渡本店内1F
TEL（0259）23-2407　　FAX（0259）23-2644

■朱鷺メッセ店
〒950-0078　新潟市中央区万代島５-１　朱鷺メッセ万代島ビル２F
TEL（025）241-3255　　FAX（025）241-3257
E-mail  kobo.b@the-niigata.com
■万代メディアシップ店
〒950-0088　新潟市中央区万代3-1-1　メディアシップ1F
TEL（025）383-8616　　FAX（025）384-8727
E-mail  kobo.m@the-niigata.com

HP http://www.dip.co.jp/　E-mail info@dip.co.jp

HP http://www.the-niigata.com/doc/

学会・会議運営、展示会・イベント運営、キャンペーン事務局運営は、案件によって対応の方法がさまざまに異なります。
千差万別の事務局業務の中で、必要な業務をカスタマイズしながらサポートいたします。

“じむさぽ”は、
学会・大会・各種会議や、展示会・販促イベント・セミナー開催、
キャンペーンやコンクール運営の事務局業務を代行・サポートするサービスです。
お客様のご要望に合わせてメニューを組み立て、
コンベンションやイベント、キャンペーンを全面的にサポートします。

ISO14001 認証
JQA-EM1661

ISO9001 認証
JQA-QM3572

出版印刷物、商業印刷物
及び事務用印刷物の製造

ISO14001 認証
JQA-EM1661

ISO9001 認証
JQA-QM3572

出版印刷物、商業印刷物
及び事務用印刷物の製造

環境管理の国際規格であるISO104001、
品質管理の国際規格であるISO9001を
それぞれ取得しております。
どちらも、「環境への取り組み」「品質保証
体制」を認証するもので、常に“環境を意
識した企業活動、製品の提供”と、“安定し
た品質の製品提供”を心掛けています。

私たちはダイレクトメールや名簿などお客様の大切な
個人情報を扱う会社として、お客様により安心しておま
かせいただきたいとの考えから、2000年2月に新潟県
内の印刷業界で初めて「プライバシーマーク」を取得し
ました。個人情報保護への対策が最も重要な課題とも
いわれるなか、私たちはいち早く整備した個人情報保護
に関するコンプライアンス・プログラムに基づいて確かな
情報管理を行っています。

個人情報保護方針
私たちは、信用にお応えするために、
お客様のプライバシーを第一に考えます。

環境・品質方針
資源を大切に、環境を愛することが私たちのテーマです。
“ありがとう”といわれる製品を、私たちが責任をもって作ります。

お打ち合わせ

■ 運営概要・ご要望のヒアリング
■ サポートメニュー組み立て
■ ワークフロー・役割分担決定

メニュー決定・
お見積もり
■ サポートメニュー決定
■ お見積もり算定

事務局代行

■ 事前準備
■ 当日（期間中）進行
■ 終了後の事後処理

（個別の業務に関しては、お打ち合わせ
 の中で細かく決定します）

完了・報告書提出

■ 業務終了・分析
■ 反省・分析、フィードバック
■ 完了報告書提出
■ 次回への展開

進行フロー

学会・大会・
各種会議向け
サポート

展示会・
販促イベント・セミナー

開催サポート

キャンペーン事務局・
コンクール等
運営サポート

事務局サポートサ ービス

事 務 局 サ ポ ート サ ー ビ ス

事 務 局 サ ポ ート サ ー ビ ス

その事務局の
お仕事

聞かせてください


