
付設展示会(オンライン版)・広告・各種セミナーのご案内
2022年1月

公益社団法人 ⽇本⾦属学会

⽇本⾦属学会 広告総代理店株式会社 明報社

謹啓 貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配によりまして当学会の事業にご支援を戴き、厚く御礼申し上げます。

さて、本会では恒例の春期講演⼤会を、3月に東京大学・駒場Ⅰキャンパスにて開催予定でしたが、今般の新型コロナウィルス感

染症の急拡大を受け、開催方式をオンライン開催へと変更し、講演⼤会を2022年3月15⽇（⽕）〜17日（木）の3日間、

ポスターセッションを3月22日（火）の日程で開催する運びとなりました。

本⼤会でも、様々な協賛メニューを⽤意致しました。本⼤会へのご協⼒を賜りますと共に、貴社製品・サービスのPRに是非とも本企画を

ご活用頂きますよう、お願い申し上げます。

敬具＜協賛メニュー・一覧＞

大会ホームページ
バナー広告

1枠
¥50,000（税別）
※本会維持員、および
プログラム広告掲載社は半額

※オンライン展⽰料⾦に1枠分が
含まれています。

●随時掲載開始〜3/22(火)

大会プログラム広告
(まてりあ3月号付録)

モノクロ1ページ
︓¥70,000（税別）
モノクロ1/2ページ
︓¥40,000（税別）

※オンライン展示出展社は半額
●申込締切︓1/31(月)
●広告データ締切︓2/7(月)

付設展示会（オンライン版） まてりあ5月号
誌上展示会オンライン展示1コマ

バナー1枠
まてりあ5月号・誌上展示会1枠
セット料⾦ ¥90,000（税別）
●オンライン展⽰期間︓2/中旬〜3/22(火)
●申込締切︓2/4(⾦)
●展⽰原稿締切︓2/4(⾦)

追加1枠
¥28,000（税別）
※オンライン展⽰料⾦に1枠分が
含まれています。

●申込締切︓3/31(木)
●原稿締切︓3/31(木)

技術セミナー
Zoom版・動画版

オンライン
学生キャリアサポートセミナー

Zoom版・動画版

まてりあ5月号
誌上技術セミナー

Zoom版（＋動画版）
︓1枠¥50,000（税別）

動画版
︓1枠¥30,000（税別）

※Zoom版申込
→動画版1枠サービス

●Zoom版申込締切︓2/10(木)
●動画版最終締切︓2/24(木)

モノクロ1ページ
¥100,000（税別）
●申込締切︓3/31(木)
●原稿締切︓3/31(木)

Zoom版（＋動画版）
︓1枠¥50,000（税別）

動画版
︓1枠¥30,000（税別）

※Zoom版申込
→動画版1枠サービス

●Zoom版申込締切︓2/10(木)
●動画版最終締切︓2/24(木)

オンライン展示フォローアップ

技術セミナーフォローアップ

各メニューを
組み合わせる
メディアミックスが
効果的です︕

講演⼤会︓2022.3/15(火)〜3/17(木) 、ポスターセッション︓3/22(火) オンライン開催



【バナー広告掲載基準】
以下に該当するホームページへのバナー広告は，取り扱いません。
1.責任の所在が不明なもの
2.事実でもないのに本会が広告主を支持，またはその商品やサービスなどを推奨，あるいは保証しているかのような表現のもの
3.投機，射幸心を著しくあおる表現のもの
4.社会的秩序を乱すような表現あるいはコンテンツ
・暴⼒・とばく・⿇薬・売春などの⾏為を肯定，美化するもの
・醜悪・残虐・猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
・性に関する表現で，露骨，わいせつなもの
・その他，風紀を乱したり，犯罪を誘発する恐れのあるもの
5.非科学的または迷信に類するもので，ユーザーを迷わせたり，不安を与える恐れがあるもの
6.名誉毀損，プライバシーの侵害，信用毀損，業務妨害となる恐れのあるもの
7.氏名，写真，談話，および商標，著作権，特許などを無断で使用したもの
8.詐欺的なもの，またはいわゆる不良商法とみなされるもの
9.軍事・宗教・政治活動に関係するもの
10.その他，本会が不適切と判断したもの

大会ホームページ・バナー広告

◆ 掲 載 要 項 ◆

⽇本⾦属学会･2022年春期講演⼤会ホームページ・バナー広告（⼤会TOPページ）募 集 媒 体

ア ク セ ス 数 255,000アクセス（約2ヶ月、前回参考数値）

サ イ ズ タテ80ピクセル×ヨコ160ピクセル（静止画）

申 込 募集開始後、随時受付致します。

※最終申込締切︓2月17日（木）

バナーデータ入稿（＋リンク先指定）後、1週間前後より掲載致します。

掲載順は、⾦属学会事務局にご⼀任下さい。

掲 載 期 間 2022年1⽉〜（削除のご要望がなければ、会期終了後もアーカイブで閲覧できます。）

本会維持員様、プログラム広告掲載会社様は、バナー広告の掲載料⾦50％OFF︕

￥50,000（税別） → ￥25,000（税別）

デ ー タ 形 式 静止画PNG(.png)、JPEG(.jpg) 、GIF(.gif)

リンク先アドレスも合わせてご指定下さい。

掲 載 料 ⾦ 1枠￥50,000（税別） ※バナーデータ製作費は別途です。

※オンライン展⽰料⾦に1枠分が含まれています。

・

・

・

申込最終締切

2/17(木)



まてりあ5月号「誌上展示会」

＋

展示会レポート 誌上展示会

本展⽰会のフォローアップ企画です︕

Remind

付設展示会に来場された参加者の記憶を喚起
します。
New customer
⼤会に不参加の会員にもPRできます。
Test marketing
未出展製品も掲載できます。

●掲載号 ︓まてりあ5月号（5/1発⾏、6,000部）
●掲載料⾦︓1枠（1/4頁） ￥28,000（税別）
●申込締切︓3月31日（木）
●原稿締切︓3月31日（木）

※本広告企画は、展示会に出展されていない企業様も出稿できます。

大会プログラム広告（冊子）

頁 広告原稿寸法 掲載料⾦（消費税別） 入稿形態

後 付 １Ｐ 天地260㎜×左右180㎜ ¥70,000 完全データ

（グレースケール）

出⼒⾒本をご添付下さい後 付 １/２Ｐ 天地125㎜×左右180㎜ ¥40,000

◆ 掲 載 要 項 ◆

⽇本⾦属学会･2022年春期講演⼤会･大会プログラム（まてりあ3月号付録）募 集 媒 体

発 ⾏ 部 数 6,000部 （まてりあ3月号に同封）

冊 子 サ イ ズ A4判

※広告データ制作費は別途です。

申込締切︓1月31日（月）

発⾏予定⽇ 3月1日（火）

広告完全データ締切︓2月7日（月）

付設展示会(オンライン版)出展社様は、⼤会プログラムの広告掲載料⾦50％OFF︕

申込締切

1/31(月)

申込・原稿締切

3/31(木)



■１コマ規格︓

社名・部署・住所・TEL・FAX・メールアドレス・URL・展示内容（展示製品名・PRポイント等）

■料⾦︓オンライン展示＋バナー広告1枠＋誌上展示会1枠（まてりあ5月号）

（セット料⾦） 1コマ ¥90,000（税別）

■申込・原稿締切︓2月4⽇（⾦）

※大会参加者へ付設展示会（オンライン版）の告知をメール配信致します。

※アクセス数等の計測は致しません。

付設展示会(オンライン版)

【 付設展示会（オンライン版）・開催概要 】

□主催︓公益社団法⼈ ⽇本⾦属学会

□展示会運営･管理︓株式会社明報社

□開設期間︓2⽉中旬〜3月22日（火）

付設展示会（オンライン版）の掲載内容（所定の原稿用紙に記入）とバナーデータ（リンク先共）を、

e-mailで2月4⽇（⾦）までに送信して下さい。

◆貴社名 ◆部署･ご担当者名 ◆住所・TEL･FAX・メールアドレス等 ◆貴社ホームページURL

◆展示内容（10,000文字まで、<br>等のタグ・記号含む）︓展⽰製品名、PRポイント、動画サイトURL、会議システムURL等

◆ロゴ画像・製品画像（jpeg等）、カタログ等の資料（PDF、2〜3ファイル・合計5Mbまで）を掲載希望の際は、ご添付下さい。

◆YouTube動画のサムネイル表示をご希望の場合は、YouTube動画のリンクアドレスをお知らせ下さい。（動画ファイルの提出は不要です）

・資料、パンフレット等（PDF、2〜3ファイル・合計5Mbまで）を埋め込み可能

・ホームページ以外の動画サイトURLの記載も可能

・Zoom等の会議システムのURLも記載可能

（会議システムの設定は各企業様にてお願いします。本会では展示会用の会議室は用意致しません。）

大会TOPページ 展示一覧ページ

出展社ページ
・ロゴや製品画像の掲載可能（リンク無し）

・YouTube動画のサムネイル表示も可能
※YouTubeのみ

申込締切

2/4(⾦)

3/15（⽕）〜3/22（火）は、
閲覧用のパスワードが設定されます。
（大会参加者のみが閲覧）



【 技術セミナー（Zoom版）・募集要領 】

●開催⽇時︓3月15日（火）、16日（水）、17日（木）各日12:20〜12:50（1枠30分）

●募集枠︓各⽇5枠程度

※予定数に達し次第、締切とさせて頂きます。 ※複数枠のお申込みも可能です。

●参加費⽤︓1枠（30分） ¥50,000（税別）＋ 動画版1枠提供

※動画版（次頁参照）掲載は必須ではありません。

●申込締切︓2/10（木）

※1/31（月）までにお申し込みされた場合は、社名、講演タイトル、演者等の情報を

大会プログラム、まてりあ3月号会告に掲載致します。

※また、大会ホームページのプログラム欄に「講演概要」を掲載できます。（PDFダウンロード）

掲載ご希望の際は、2,000文字以内のPDFファイルと検索⽤キーワード（5ワード程度）を

2/24（木）までにご提出下さい。

●講演設備︓本会で⽤意する会議システム「Zoom」

※PC、Webカメラ、マイク、スピーカー等の必要設備は開催企業様にてご準備下さい。

※予め、会議システム「Zoom」のアプリケーションをダウンロードして下さい。

※「Zoom」の画⾯共有機能で、スライドや資料の利⽤ができます。予めご準備下さい。

本⼤会のホームページ上では、スライドや資料の埋め込みは致しません。

※講演のテストについて︓⼤会開催前にテストページを設けます。

※参加者データの提供はできません。

●その他

本技術セミナーは、大会プログラムの一環として開催されますので、

本大会参加者以外のセミナー参加を認めておりません。本大会参加者以外の方をセミナーに

招待される場合は、本大会への一般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、技術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、「⽇本⾦属学会主催」とご明記下さい。

オンライン発表では、

講演画面のスクリーンショット撮影、音声の録音、著作権侵害等のリスクが発生致します。

オンライン発表の際には、これらをご理解の上、ご対応頂きますようお願い致します。

●集客に向け、視聴者への特典をご設定されることをおすすめ致します。

技術セミナー(Zoom版)

オンライン会議システム「Zoom」を利⽤した
企業セミナーを企画致しました。
貴社の最新の技術・研究動向についてご紹介
下さい。
（最⼤参加⼈数︓1枠に付 300名）

申込締切

2/10(木)



【 技術セミナー（動画版）・募集要領 】

●掲載期間︓随時掲載開始〜3/22（火）

●掲載費⽤︓1枠 ¥30,000（税別）

※動画サイト・リンクテキストの掲載となります。動画の埋め込み、サムネイル表示は致しません。

※貴社にて動画をご準備頂き、動画サイトにアップロードして下さい。

※動画の内容は、本講演会に関係する技術的な解説を含むものとして下さい。

※製品・サービスの紹介のみ、装置やソフトウエアの使用方法のみの動画はご遠慮下さい。

※視聴者情報の提供は致しません。貴社にてアクセス数カウント等の設定をして下さい。

●申込最終締切︓2/24（木）

オンライン発表では、

講演画面のスクリーンショット撮影、音声の録音、著作権侵害等のリスクが発生致します。

オンライン発表の際には、これらをご理解の上、ご対応頂きますようお願い致します。

●集客に向け、視聴者への特典をご設定されることをおすすめ致します。

技術セミナー(動画版)

貴社にて制作し、
アップロードされた
技術セミナー動画リンクを
本大会ホームページに
掲載致します。
大会参加者は、
期間中いつでも視聴すること
ができます。

セミナー動画

セミナー動画

A社
説明文（1〜2⾏、50⽂字程度）

動画リンク︓youtube.com/…

B社
説明文
動画リンク︓

C社
説明文
動画リンク︓

D社
説明文
動画リンク︓

申込最終締切

2/24(木)



まてりあ5月号「誌上技術セミナー」

-----誌上技術セミナー-----

株式会社○○〇〇

技術セミナーのフォローアップ企画です︕

Remind

技術セミナー参加者の記憶を喚起します。

New customer

⼤会に不参加の会員にもPRできます。

●掲載号 ︓まてりあ5月号（5/1発⾏、6,000部）

●掲載料⾦︓モノクロ1ページ ￥100,000（税別）

●申込締切︓3月31日（木）

●原稿締切︓3月31日（木）

図版を含め、
2,000⽂字程度。

2段組み。
原稿ご支給後、
弊社にて統一フォーマットに
レイアウト致します。

申込・原稿締切

3/31(木)



【 オンライン学生キャリアサポートセミナー（Zoom版）・募集要領 】

●開催⽇時︓3月17日（木）午後13時〜19時

各社の説明は上記時間帯のうちの30分間

●本セミナーへの参加者︓本⼤会参加者、本会学⽣会員、⽇本鉄鋼協会・学⽣会員

●予定募集枠︓10枠（申込み状況により増枠する場合もあります）

※1社1枠まで。複数枠の申込みはできません。

●参加費⽤︓1枠（30分） ¥50,000（税別）＋ 動画版1枠提供

※動画版（次頁参照）掲載は必須ではありません。

●申込締切︓2/10（木）

※1/31（月）までにお申し込み頂いた場合は、社名を大会プログラム等へ掲載致します。

●講演設備︓本会で⽤意する会議システム「Zoom」

※PC、Webカメラ、マイク、スピーカー等の必要設備は開催企業様にてご準備下さい。

※予め、会議システム「Zoom」のアプリケーションをダウンロードして下さい。

※「Zoom」の画⾯共有機能で、スライドや資料の利⽤ができます。予めご準備下さい。

本⼤会のホームページ上では、スライドや資料の埋め込みは致しません。

※講演のテストについて︓⼤会開催前にテストページを設けます。

※参加者データの提供はできません。

●その他

本セミナーは、大会プログラムの一環として開催されます。

本大会参加者、本会学生会員、日本鉄鋼協会・学生会員のセミナー参加を認めております。

上記以外の方をセミナーに招待される場合は、本大会への一般参加登録、または本会学生会員

登録、日本鉄鋼協会・学生会員登録をお願い致します。

主催者におかれましては、本説明会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、「⽇本⾦属学会主催」とご明記下さい。

オンライン発表では、

講演画面のスクリーンショット撮影、音声の録音、著作権侵害等のリスクが発生致します。

オンライン発表の際には、これらをご理解の上、ご対応頂きますようお願い致します。

●集客に向け、参加者への特典をご設定されることをおすすめ致します。

オンライン学生キャリアサポートセミナー(Zoom版)

オンライン会議システム「Zoom」を利⽤した
学生キャリアサポートセミナーを企画致しました。
学生会員に向けて、貴社の会社概要、今後の
採用情報、インターンシップ募集情報、研究開
発動向等をご紹介下さい。
（最⼤参加⼈数︓1枠に付 300名）

申込締切

2/10(木)



【 オンライン学⽣キャリアサポートセミナー（動画版）・募集要領 】

●掲載期間︓随時掲載開始〜3/22（火）

●掲載費⽤︓1枠 ¥30,000（税別）

※動画サイト・リンクテキストの掲載となります。動画の埋め込み、サムネイル表示は致しません。

※貴社にて動画をご準備頂き、動画サイトにアップロードして下さい。

※視聴者情報の提供は致しません。貴社にてアクセス数カウント等の設定をして下さい。

●申込最終締切︓2/24（木）

オンライン発表では、

講演画面のスクリーンショット撮影、音声の録音、著作権侵害等のリスクが発生致します。

オンライン発表の際には、これらをご理解の上、ご対応頂きますようお願い致します。

●集客に向け、視聴者への特典をご設定されることをおすすめ致します。

オンライン学生キャリアサポートセミナー(動画版)

貴社にて制作し、
アップロードされた
学生向けセミナー動画リンクを
本大会ホームページに
掲載致します。
大会参加者は、
期間中いつでも視聴すること
ができます。

学生キャリアサポート

動画版

学生キャリアサポートセミナー動画

A社
説明文（1〜2⾏、50⽂字程度）

動画リンク︓youtube.com/…

B社
説明文
動画リンク︓

C社
説明文
動画リンク︓

D社
説明文
動画リンク︓

申込最終締切

2/24(木)



FAXまたは、e-mailにてご送信下さい。

⽇本⾦属学会・2022年春期講演⼤会 広告・オンライン展示申込書

お申込日 年 月 日

貴社名

ご住所 〒

E-mail

TEL︓（ ） － ／FAX︓（ ） －

部署･ご担当者氏名 ㊞

下記の通り申し込みます。

㈱明報社 御中

【付設展示会（オンライン版）】 【まてりあ5月号・誌上展示会】

【大会ホームページ・バナー広告】 ※オンライン展⽰料⾦に1枠分が含まれております。

□ 枠 円（税別）■バナーデータ（リンク先共）⼊稿予定⽇︓ 月 日

■掲載開始希望⽇︓ 月 ⽇〜

□オンライン展示1コマ＋バナー広告1枠＋まてりあ5月号・誌上展示会1枠 ︓ 円（税別）

□誌上展⽰会（追加）︓＠28,000円× 枠＝ 円（税別）

↓「プログラム広告」もお申込みの際は、下記セット（AまたはB）にご記入下さい。↓

【大会プログラム広告】

□展示広告セットA︓モノクロ1ページ＋オンライン展示＋バナー1枠＋誌上展示会1枠 125,000円（税別）

□展示広告セットB︓モノクロ1/2ページ＋オンライン展示＋バナー1枠＋誌上展示会1枠 110,000円（税別）

□1ページ □1/2ページ︓ 円（税別） ■⼊稿予定⽇︓ 月 日

広告掲載・ご出展のお問い合わせ・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



FAXまたは、e-mailにてご送信下さい。

⽇本⾦属学会・2022年春期講演⼤会 技術セミナー申込書

お申込日 年 月 日

貴社名

ご住所 〒

E-mail

TEL︓（ ） － ／FAX︓（ ） －

部署･ご担当者氏名 ㊞

下記の通り申し込みます。

㈱明報社 御中

【技術セミナー(Zoom版）】 【まてりあ5月号・誌上技術セミナー】

□技術セミナー︓ 枠 円（税別）

動画版掲載（1枠無料）︓□希望する □希望しない

□技術セミナー1枠＋誌上技術セミナー1ページ︓ 円（税別）

□まてりあ5⽉号・誌上技術セミナーのみ申込み︓ ページ 円（税別）

（技術セミナー開催希望日） ※調整後に決定日時を2月下旬までにお知らせ致します。

・第1希望︓ 月 日（ ） 12:20〜12:50

・第2希望︓ 月 日（ ） 12:20〜12:50

・第3希望︓ 月 日（ ） 12:20〜12:50

・□希望日無し

講演タイトル︓

演者︓

広告掲載・ご出展のお問い合わせ・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

【技術セミナー(動画版）】

□技術セミナー動画版︓ 枠 円（税別）



FAXまたは、e-mailにてご送信下さい。

⽇本⾦属学会・2022年春期講演⼤会 オンライン学生キャリアサポートセミナー申込書

お申込日 年 月 日

貴社名

ご住所 〒

E-mail

TEL︓（ ） － ／FAX︓（ ） －

部署･ご担当者氏名 ㊞

下記の通り申し込みます。

㈱明報社 御中

広告掲載・ご出展のお問い合わせ・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

【オンライン学生キャリアサポートセミナー(Zoom版)】

□Zoom版︓1枠 50,000円（税別）

動画版掲載（1枠無料）︓□希望する □希望しない

（Zoom版開催希望時間） ※調整後に決定日時を2月下旬までにお知らせ致します。

・第1希望︓3月17日（木） □13時台 □14時台 □15時台 □16時台 □17時台 □18時台

・第2希望︓3月17日（木） □13時台 □14時台 □15時台 □16時台 □17時台 □18時台

・第3希望︓3月17日（木） □13時台 □14時台 □15時台 □16時台 □17時台 □18時台

・□希望時間無し

【オンライン学生キャリアサポートセミナー(動画版)】

□動画版︓ 枠 円（税別）


