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【募集のご案内】

公益社団法人 日本分析化学会
第82回分析化学討論会 実⾏委員会
実⾏委員⻑ 山本 博之
（量⼦科学技術研究開発機構）

拝啓 貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。
平素は⼀⽅ならぬご協⼒をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、本学会、2022年度の「第82回分析化学討論会」は、下記の通り開催する運びとなり、現在準備をすすめております。
本討論会では、主題講演⼝頭発表、⼀般講演（⼝頭・ポスター発表）、若⼿ポスター発表、テクノレビュー講演（⼝頭・ポスター発表）、
産業界R&Dポスター発表、高校生ポスター発表等が企画されており、多数の参加者を得て盛会を期したいと存じます。
討論会開催時に発⾏しておりました講演要旨集は、2013年よりWeb版講演要旨集と致しました。これに伴い、「講演プログラム集」を冊子
にて発⾏し、討論会会場にて配布しています。
つきましては、講演プログラム集広告・討論会ホームページバナー広告へのご掲載、並びに付設展⽰会へのご出展を募集致します。
また、例年通り、「ランチョンセミナー」も企画致しました。本ランチョンセミナーは、他のプログラムが少ない昼⾷時間帯に開催する為、多くの参加者
の聴講が期待されます。
尚、「展示会」、または「ランチョンセミナー」にお申込みの場合、1社につき1名様分の本討論会参加証を進呈致します（懇親会ご参加時には、
別途費用＜当日懇親会費＞がかかります）。
貴社製品・サービスのPRと大会ご支援のために、是非ともこの機会にご出稿・ご出展賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具

新型コロナウィルス感染症の影響により、開催⽅式を変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

第82回分析化学討論会・開催概要
主催︓公益社団法⼈ 日本分析化学会
会期︓2022年5月14日（土）・15日（日）
会場︓茨城⼤学 ⽔⼾キャンパス
参加⼈数︓約800名
討論主題︓
1. 環境における放射性物質と分析化学
2. 量⼦ビームと分析化学
3. 地域から世界へ発信する電気分析化学
4. ヘルスケアと分析化学
5. 内山一美先生を偲ぶ

※開催内容は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承下さい。

◆ 講演プログラム広告・募集要項 ◆
募集媒体

第82回分析化学討論会 講演プログラム集（5月14⽇発⾏予定）

発⾏部数

1,000部（討論会当⽇配布）

サイズ

A4判

広告料⾦

頁

広告仕様

掲載料⾦（税別）

表2

⽩⿊1色1頁

天地260㎜×左右180㎜

¥90,000

表3

⽩⿊1色1頁

天地260㎜×左右180㎜

¥80,000

表4

⽩⿊1色1頁

天地260㎜×左右180㎜

¥100,000

後付

⽩⿊1色1頁

天地260㎜×左右180㎜

¥70,000

後付

⽩⿊1色1/2頁

天地125㎜×左右180㎜

¥40,000

挟込

1枚

-

¥100,000

入稿形態

完全データ
（出⼒⾒本添付）

印刷完成品持込

※⼊稿データは、グレースケールの完全データ（フォント埋め込み、⽂字アウトライン化）に出⼒⾒本を添付して下さい。
※弊社にて広告データ制作の時は、制作費をご請求させていただきます。

申込締切

2022年3月30日（水）

広告データ締切

2022年4月13日（水）

※締切後はご相談下さい。

◆ ホームページバナー広告・募集要項 ◆
募集媒体

第82回分析化学討論会・ホームページバナー広告

掲載場所

討論会ホームページ、⽇本分析化学会討論会ページ（掲載場所は、実⾏委員会にご⼀任下さい）

原稿仕様

GIF、JPEG（静止画） 30kb以下 ※リンク先アドレスもご指定下さい。
・討論会ホームページ⽤︓⾼さ80ピクセル×幅160ピクセル
・⽇本分析化学会討論会ページ⽤︓⾼さ90ピクセル×幅300ピクセル

掲載料⾦

●2022年1⽉〜6月（6ヶ月）

¥50,000（税別）

●2022年4⽉〜6月（3ヶ月）

¥30,000（税別）

※1ヶ月に1回まで原稿差替え可能。
※ご希望の掲載開始日に合わせて、随時受付致します。
※バナーデータ入稿、5営業⽇程度より掲載致します。

掲載開始
討論会ホームページ

展示会ご出展社様は、
下記特別料⾦となります。
1月-6⽉︓¥30,000(税別)
4月-6⽉︓¥20,000(税別)

2022年1月（予定）
⽇本分析化学会・討論会ページ

◆ 付設展示会・募集要項 ◆
付設展示会・開催概要
主催

公益社団法人 日本分析化学会

運営・管理

株式会社 明報社

展示会・会期

5月14日（土） 9:30〜17:00
5月15日（日） 9:30〜14:00

搬入

5月13⽇（⾦） 16:00〜18:00

搬出

5月15日（日） 14:00〜16:00

会場

大会ポスター会場内
※開催時間、搬⼊出時間、変更となる場合がございます。

１ 展示・書籍販売
1小間規格

間口1800㎜×奥⾏900㎜×高さ700㎜、バックパネル︓横1800㎜×高さ2100㎜（予定）

展⽰料⾦

展示
書籍販売

申込締切

1小間 ¥80,000（税別）

出展特典︓討論会ホームページバナー広告割引
1小間 ¥50,000（税別） 1月-6⽉︓¥50,000 → ¥30,000(税別)
4月-6⽉︓¥30,000 → ¥20,000(税別)

3月30日（水）※締切後はご相談下さい。

※機器の展示が無くても、パソコン等の機器を使用する場合や、パネルのみの展示でも「展示」扱いとさせて頂きます。
※電源は、容量に制限があります。パソコン程度の電源（2m程度の延⻑コードをご準備下さい）は⽤意致しますが、
機器用の電源をご希望の際は、別途ご相談下さい。
※お申込みは、スペースが制限されていますので、先着順に締切ります。申込書にご記⼊の上、㈱明報社までお送り下さい。
※お申し込みは、1社1小間限定です。
★詳細についてのお問合せ・ご相談は、㈱明報社までご連絡下さい。

2 カタログ展示
討論会期間中、展⽰会場にて、カタログの有料展⽰を⾏います。（カタログ展⽰の説明員は常駐できません）

部数

1点（A4サイズ、8頁以内）×50部以内

展⽰料⾦

1点につき ￥20,000（税別） 1点増す毎に ￥10,000（税別）

申込締切

3月30日（水）※締切後はご相談下さい。

※お申込みは、申込書にご記入の上、㈱明報社までお送り下さい。
※カタログ等のご発送先は、追ってご連絡致します。
★詳細についてのお問合せ・ご相談は、㈱明報社までご連絡下さい。

出展特典︓討論会ホームページバナー広告割引
1月-6⽉︓¥50,000 → ¥30,000(税別)
4月-6⽉︓¥30,000 → ¥20,000(税別)

お問い合わせ・お申込み

株式会社 明 報 社

〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目12-4 友野本社ビル
TEL（03）3546-1337 FAX（03）3546-6306
E-mail info@meihosha.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.meihosha.co.jp

◆ ランチョンセミナー・募集要項 ◆
開催日時

5/14（土）・15（日） 12:10〜13:00（予定）

会場

討論会・講演会場（80名収容）

参加募集枠数

5/14（土） 4枠（予定）
5/15（日） 4枠（予定）

参加費用

¥150,000（税別）
※セミナー運営に関する費用は別途です。
※お弁当・ドリンクは、貴社にてご準備下さい。
ご準備が困難な場合は、弊社（明報社）でも準備可能です。ご相談下さい。（＠¥1,200・税別程度）

申込締切

3月23日（水）※締切後はご相談下さい。
4月13日（水）までに演題・講演概要（100⽂字程度まで）・演者をお知らせ下さい。
本討論会のホームページに掲載を予定しております。
（4/13までに未決定の場合は、社名を掲載致します。）

講演設備

本討論会で⽤意する標準的な設備（プロジェクター、接続ケーブル（RGBケーブル）、
PC切替器（モニター切替器））は、参加費⽤に含まれております。ノートPCはご持参下さい。

その他

○ランチョンセミナーは、本討論会のプログラムの⼀環として開催されますので、本討論会参加者以外の⽅
のセミナー聴講は出来ません。セミナー講演者やスタッフ関係者以外の方で、聴講に呼ばれる場合は、
本討論会への参加登録をお願い致します。
○セミナー主催者におかれましては、
ランチョンセミナーの開催を各メディアに告知されますことを歓迎致します。
告知の際には、「日本分析化学会 第82回分析化学討論会 実⾏委員会主催」
とご明記下さい。

お問い合わせ・お申込み

株式会社 明 報 社

〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目12-4 友野本社ビル
TEL（03）3546-1337 FAX（03）3546-6306
E-mail info@meihosha.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.meihosha.co.jp

日本分析化学会 第82回分析化学討論会・広告掲載、および出展申込書
株式会社 明報社 御中

下記の通り申し込みます。

お申込み日

月

年

日

貴社名
〒
ご住所
E-mail
TEL・FAX

TEL︓（

）

-

FAX︓（

）

-

部署・ご担当者名

㊞

講演プログラム集
掲載場所・頁数

□表2 □表3 □表4 □後付 ︓□1頁 □1/2頁
円（税別）

掲載料⾦
広告データ入稿予定日

月

日

討論会ホームページ・バナー広告
掲載期間

月 〜

月
円（税別）

掲載料⾦
バナーデータ入稿予定日

月

日

展示・書籍販売・カタログ展示
□展示

（

）小間

展⽰料⾦

円（税別）

□書籍販売

（

）小間

展⽰料⾦

円（税別）

□カタログ展示

（

）点

展⽰料⾦

円（税別）

ランチョンセミナー
参加希望日・枠数
参加費用（税別）

□ 5/14（土）

枠

□ 5/15（日）

枠

150,000円×

枠＝

円（税別）

※演題、講演概要（100⽂字程度まで）、演者は、4/13（水）までにお知らせ下さい。

お問い合わせ・お申込み

株式会社 明 報 社

〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目12-4 友野本社ビル
TEL（03）3546-1337 FAX（03）3546-6306
E-mail info@meihosha.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.meihosha.co.jp

