日本化学会 第９９春季年会（２０１９）
平成３１年（２０１９年）３月１６日（土）～１９（火）

甲南大学 岡本キャンパス

広告掲載のご案内
第99春季年会実行委員会
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
本会には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本会では毎年3月に化学に関する学術の進歩普及・産業の発展及び生活の向上を狙いとして、化学という言葉が
包括するあらゆる学問領域や分野からの研究者が一同に会し、日頃の研究成果を発表し、討論を通じ学術交流を奨励・
促進する場として春季年会を開催しており、第99春季年会は3月16日(土)～19日(火)まで甲南大学 岡本キャンパスで
開催するために実行委員会および各小委員会で準備を進めております。
春季年会は会員の方々が日頃の研究成果を発表する「アカデミック・プログラム：AP」（一般研究発表）のほか、産業界
が関心のある技術分野における最新の研究成果や技術動向の発表に加え、産業界と大学、学会間の交流にとどまらず、
産業界や異業種の交流・融合の場を提供するとともに、企業における若手研究者や技術者の教育・育成の場としても活用
できる「アドバンスト・テクノロジー・プログラム（ATP）」、市民を対象に生活に関連する話題を提供する「市民公開講座」、
化学研究のために不可欠な試験・分析機器、情報処理システム、試薬、書籍等に関する最新の情報を提供する「付設展
示会」の他にも多彩な企画が予定されており、参加者総数は9,000人を超えるものと見込んでいます。
実行委員会では参加者へ配布されるプログラムや展示会ガイド等への広告を募集することといたしました。
この機会に貴社の広告掲載を賜りたくお願い申し上げます。
敬具

《 広告媒体一覧 》
ＭＥＮＵ

内容

配付対象 等

① プログラム

Ａ４版 ９,５００部

参加者全員に配布致します。
単独冊子として発行。

② 展示会ガイドブック

Ａ４版 ７,５００冊

参加者全員に配布致します。

③ 講演予稿集（ＤＶＤ-ＲＯＭ）

９,５００枚

参加者全員に配布致します。

④ ホームページ・バナー

１０月より掲載開始

第99春季年会トップページに
バナー広告を掲載致します。

⑤ 手提げ袋

７,５００部

参加者全員に配布致します。

① プログラム Ａ４版 ９,５００部

３/１（金）発行予定

スペース

広告サイズ

掲載料金（消費税別）

表2・カラー1頁

入稿形態

¥240,000

表3・カラー1頁

¥220,000
天地260×左右180㎜

表4・カラー1頁

¥260,000

前付1色1頁

¥120,000

完全データ

前付1色1/2頁

天地125×左右180㎜

¥70,000

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内1色ﾖｺ1/4頁
（※）

天地71×左右165㎜
（枠付きサイズ）

¥50,000

-

¥250,000

差込

※プログラム内広告は、「講演分類」に合わせた掲載が可能です。

（出力見本添付）

印刷完成品持込

【 プログラム内広告・掲載例 】

《 第99年会・講演分類 》
■AP（アカデミック・プログラム）：
化学教育・化学史、物理化学、無機化学、錯体化学・有機金属化学、有機化学、天然物化学、
生体機能関連化学・バイオテクノロジー、分析化学、高分子、触媒、コロイド・界面化学、
材料化学、材料の機能、材料の応用、資源利用化学、エネルギーとその関連化学、
地球・宇宙化学、環境・グリーンケミストリー、理論化学・情報化学・計算化学、有機結晶 等
■ATP（アドバンスト・テクノロジー・プログラム）：
T1．社会を支える基盤技術
A．IoT・AI社会,ソフトロボットを支えるアクチュエータ・センサ材料
B．セルロースナノファイバーの社会実装に向けた研究最前線
C．革新的膜工学の研究最前線 2019
D．インフォマティクスが変える化学合成
T2．サスティナブル社会構築のためのエネルギー化学
A．有機系太陽電池の新展開
B．低炭素社会構築のためのグリーン水素・二酸化炭素利用研究最前線
C．グリーン水素を利用した低炭素社会構築のための技術開発
D．革新的な蓄電技術開発
E．熱電変換技術の最前線
T3．ヘルスケア革新技術
A．医療・ライフサイエンス材料の新展開
B．診断技術が切り開く未来のヘルスケア
C．新モダリティーを基軸としたバイオベンチャー
T4．シーズ共創プログラム ～新しい産学官連携のカタチ～

ATPにご掲載の場合、「化学と工業3月号」へも掲載されます。2誌掲載料金 ¥80,000（税別）
② 展示会ガイドブック Ａ４版 ７,５００冊 当日配付
スペース

広告サイズ

表2・カラー1頁

掲載料金（消費税別）
¥240,000

表3・カラー1頁

¥220,000
天地260×左右180㎜

表4・カラー1頁

¥260,000

前付1色1頁

¥120,000

前付1色1/2頁

入稿形態

天地125×左右180㎜

¥70,000

【展示会ガイドブックの収録内容】
会場案内図／プログラム会場別一覧／展示出展企業ガイド／周辺マップ／コーヒー券・抽選券

完全データ
（出力見本添付）

③ 講演予稿集（ＤＶＤ-ＲＯＭ）・バナー＆ジャケット ９,５００枚 ３/１（金）発行予定
スペース
バナー広告（限定10社）

画像サイズ

掲載料金（消費税別）

入稿形態

横200×縦80ピクセル

¥80,000

JPEG、GIF形式

※トップページおよび検索画面に掲載します。
※バナー広告データはお客様でご用意下さい。
※プログラム、もしくは展示会ガイドブックにご掲載の場合は、DVD-ROM・バナー広告料金が40%割引となります。
（48,000円
円・税別）
※バナー広告1件につき1セット贈呈いたします。

【 トップページ 】

完売

【 検索画面 】

スペース

ジャケット・表4カラー（限定
（限定1社）
（限定 社）

【 ジャケット 】

広告サイズ

掲載料金（消費税別）

天地119㎜×左右121㎜

¥180,000

入稿形態
完全データ
（出力見本添付）

＜ジャケット頁構成＞
表紙
表４：広告面（ケースを開いた左側）

④ ホームページ・バナー １０月より掲載開始
スペース
年会トップページ

画像サイズ

掲載料金（消費税別）

入稿形態

横192×縦48ピクセル

¥10,000／
／1ヶ月
ヶ月

JPEG、GIF形式（静止画）

※バナーデータ入稿5日後より1ヶ月間掲載。
※ご希望の掲載開始日に合わせて随時受付致しますが、枠数に制限がございます。

⑤ 手提げ袋 ７,５００部 当日配付
スペース
正面および側面・カラー

広告サイズ

掲載料金（消費税別）

正面：天地150×左右255㎜
側面：天地150×90㎜

¥520,000

入稿形態
完全データ
（出力見本添付）

※2社限定です。

お申込・原稿データ締切日：１/１６（水）
お申込・原稿データ締切日：１ １６（水）
⑤ホームページ・バナーは、ご希望の掲載開始日の5日前までにバナーデータをご支給下さい。
ホームページ・バナーは、ご希望の掲載開始日の 日前までにバナーデータをご支給下さい。

＜ お問合せ・お申込先 ＞
②展示会ガイドブック

③講演予稿集（ＤＶＤ-ＲＯＭ）・バナー＆ジャケット

⑤手提げ袋

㈱化学工業日報社 企画局 担当：平川 弘樹
TEL：03-3663-7936／FAX：03-3663-7861 〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町3-16-8
E-mail：h_hirakawa@chemicaldaily.co.jp
①プログラム

URL：http://www.kagakukogyonippo.com/

③講演予稿集（ＤＶＤ-ＲＯＭ）・バナー＆ジャケット

④ホームページバナー

㈱明報社 担当：後藤 一哲
TEL：03-3546-1337／FAX：03-3546-6306
E-mail：goto@meihosha.co.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル7F

URL：http://www.meihosha.co.jp

＜ 日本化学会 第９９春季年会 広告掲載・申込書 ＞
FAXにてご返信下さい。
□ （株）化学工業日報社・年会係 御中

□ （株）明報社 御中

FAX：
：03-3663-7861

どちらかに○をお付けください。

FAX：
：03-3546-6306

下記の通り、広告掲載を申込み致します。
お申込日

年

月

日

貴社名
〒
ご住所
ご連絡先

）

TEL：（

－

部署・ご担当者氏名

／FAX：（
㊞

）

E-mail：

お申込メニュー

掲載頁・サイズ 等 （ご希望の項目をチェックして下さい）

①プログラム

□表2 □表3 □表4
□前付1頁 □前付1/2頁 □差込
□プログラム内
枠
プログラム内広告・希望講演分類
（

②展示会ガイドブック

□表2

□表3

③講演予稿集（DVD-ROM）

□バナー

枠

□表4

－

□前付1頁

掲載料金
円（税別）
※「プログラム内・ATP」に掲載
の場合は、1枠¥80,000（税別）

）
□前付1/2頁

□ジャケット表4

④ホームページバナー

ヶ月 （掲載開始希望日：

⑤手提げ袋

件

円（税別）
円（税別）

）

お申込・原稿データ締切日：１/１６（水）
お申込・原稿データ締切日：１ １６（水）
④ホームページ・バナーは、ご希望の掲載開始日の5日前までにバナーデータをご支給下さい。
④ホームページ・バナーは、ご希望の掲載開始日の 日前までにバナーデータをご支給下さい。

円（税別）
円（税別）

