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平成３０年度 第２６回日環協・環境セミナー全国大会 ｉｎ Ｓｅｎｄａｉ 

講演要旨集への広告掲載、並びにカタログ展示・分析機器展示会のご案内 

 

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業に関し格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

当協会は、我が国の環境測定分析業務を営む事業者が集まって結成された団体で、環境測定分析に

関する分析技術の向上等各種の事業を行っております。 

さて、毎年恒例の日環協・環境セミナー全国大会を今年度は東北支部が担当し、「持続可能な社内

に向けて」をテーマに、下記の日程にて開催することとなりました。本大会は、特別講演及び会員技

術者による研究、調査、事例等の技術発表会並びにカタログ・分析機器展示会を行うものです。毎年

実りある発表と活発な討議で最新の技術情報交換ができる有益な場となっております。 

この大会は貴社お取り扱い製品を私ども環境測定分析業界へPR していただく絶好の機会になるの

ではないかと考え、その場をご提供する用意をしております。 

つきましては、本大会において参加者及び関係者に配布いたします『講演要旨集』への貴社広告の

掲載、一般機器展示会への出品参加(カタログ・機器)及び、ランチョンセミナーの申し込みについて

ご検討下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、前回に引き続き会員割引制度(25％引き)

を適用させていただいております。 

敬具 

記 

 

１．開催期日  平成30年10月11日(木) ～ 12日(金) 

 

２．会   場  ホテルメトロポリタン仙台 

〒980-8477  宮城県仙台市青葉区中央一丁目 1－1 

TEL 022-268-2525   FAX 022-268-2521 http://sendai.metropolitan.jp/ 

展示スペースは4F芙蓉、ランチョンセミナーは3F星雲、曙西、曙東の3会場 

になります。 

 

３．日程概要  10 月11 日(木) 

開会セレモニー、特別講演、カタログ・機器展示、懇親会、 

若手／中堅技術者交流会 

10 月12 日(金) 

技術発表会、カタログ・機器展示、ランチョンセミナー 

 

４．添付資料  広告掲載、機器展示出展およびランチョンセミナー申込書 

 

５．申込期限  平成30年4月1日から平成30年7月13日まで 

 

以上 



広告掲載、機器展示出展およびランチョンセミナー申込書 

 

平成３０年度 第２６回日環協・環境セミナー全国大会 ｉｎ Ｓｅｎｄａｉ 

開催日：平成30年10月11日(木)・12日(金)  

会場：ホテルメトロポリタン仙台 3F・4F 

項目 申込 単価 申込数 料金 備考 

要

旨

集

広

告 

うら表紙広告 

カラー/A4 正寸/裁切 

 15万円 

（11.25万円） 
×１頁 ＝   万円 1社のみ 

おもて表紙うら面広告 

モノクロ/A4 正寸/裁切 

 10万円 

（7.5万円） 
×１頁 ＝   万円 1社のみ 

うら表紙うら面広告 

モノクロ/A4 正寸/裁切 

 10万円 

（7.5万円） 
×１頁 ＝   万円 1社のみ 

１ページ広告 

モノクロ/タテ270×ヨコ180 mm 

 8万円 

（6万円） 
×（  ）頁 ＝   万円  

１／２ページ広告 

モノクロ/タテ130×ヨコ180 mm 

 5万円 

（3.75万円） 
×（  ）頁 ＝   万円  

１／４ページ広告 

モノクロ/タテ 60×ヨコ180 mm 

 3万円 

（2.25万円） 
×（  ）頁 ＝   万円  

機

器

展

示 

一般機器展示 

1.8×0.9×0.7m 展示台 

バックパネル（社名付） 

 
8万円 

（6万円） 
×（  ）コマ ＝   万円 28社 

力タログ展示 

1.8×0.9×0.7m 展示台 

バックパネル（社名付） 

 
5万円 

（3.75万円） 
×（  ）コマ ＝   万円 5社 

ランチョンセミナー 

3会場 

最大収容人員 各室 約50名 

 
27万円 

（20万円） 
×１会場 ＝   万円 3社 

※ ( )内は会員価格 

 

 

□「参加詳細」の内容を確認した上で、申し込みいたします。 

 

社 名 ：                                        

連絡担当者 ：                                      

担当者連絡先 ：TEL    －    －     /e-mail：       @          

 

□懇親会のプレゼンテーションを希望する。 

 

 

お申込みの際は、エクセル版申込書を日環協ホームページからダウンロードいただき、必要事項をご

記入の上  jemcasendai@tohoku-aep.co.jp  宛てにメールでお送り下さい。 



平成３０年度第２６回日環協・環境セミナー全国大会 ｉｎ Ｓｅｎｄａｉ 

●要旨集広告掲載・一般機器展示・カタログ展示・ランチョンセミナー参加詳細 

１．要旨集広告について 

（1） 広告原稿は、版下、データ又はフアイルの完全原稿支給にてお願いします。 

（2） 原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。 

（3） 中込み原稿サイズはＰＤＦを作成された上で印刷し、ご確認ください。 

（4） 支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。 

（5） 詳細につきましては変更になる場合がございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

（6） 原則としてキャンセルの場合、料金の返却は出来ません。 

 

２．一般機器展示・カタログ展示について 

（1） バックパネル(1.8m x 1.8m)（社名付）は、協会が準備いたします。 

（2） デモ車持ち込みによる屋外展示はできません。 

（3） 展示台面積・耐荷重 

1）機器展示 1.8m x 0.9m＝1.62 ㎡(予定) 28小間 

・展示台の大きさにご要望がある場合はご相談下さい。 

2）力タログ展示 1.8m x 0.9m＝1.62 ㎡(予定) 10小間 

3）展示機器の荷重が30kgを超える場合別途ご相談下さい。（床設置はできません） 

（4） 展示小間には、サイドのパネル(壁)は原則ありません。 

（5） 展示は、10月11日(木)は受付開始時間～終了時間まで、12日(金)は午前中（13時まで）となります。 

（6） 100V 電源(無料)の必要の方は、お中し込み書に明記ください。(動力は使用できません。) 

・電源は1小間あたりコンセント2個 

・100V-10Aまで使用できます。(機器展示小間のみ：予定) 

・この容量を上回る場合等は、別途ご相談ください。 

（7） 水道・ガスの使用は出来ません。 

（8） 搬入／出の詳細につきましては、お申込み受付後ご案内させていただきます。 

（9） 展示装置の設置内容に関する詳細につきましては、お申込み受付後確認させていただきます。 

（10） 詳細につきましては変更になる場合がございますので、ご理解いただけますようお願い申しあげます。 

（11） 危険物等は持ち込まないでください。 

（12） 原則として、出展物の損傷等には責任を負いません。 

（13） 展示小間来訪者向けスタンプラリーを予定しており、抽選会用の景品ご提供もお受けいたします。 

（14） 機器展示、ランチョンセミナー参加費用には説明スタッフ１名分の参加費用が含まれています。説明

スタッフの追加を希望される場合は、別途、懇親会参加お申込みをお願いします。 

（15） 懇親会後に、若手／中堅参加者の交流会への参加を希望される場合は、別途、お申込みをお願いしま

す。 

（16） 原則としてキャンセルの場合、料金の返却は出来ません。 

（17） 展示会場には、ドリンクコーナーの配置を予定しており、より多くの参加者へのＰＲが可能と思われ

ます。なお、展示場所の配置は事務局へ一任願います。 

（18） 機器展示お申込の場合、説明員１名様の懇親会参加費が含まれます。 

 

  



３．ランチョンセミナーについて

（1） セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

いては

（2） 使用時間は、

（3） 会場数は、

（4） 会場別に

させていただきます。

（5） 原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

（6） お申込みの場合、説明員

 

４．懇親会

（1） 懇親会

（2） プレゼンテーションは、要旨集広告／

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

１． お問い合わせ並びに

（一社）日本環境測定分析協会

 〒

 事務局

第２６

広告展示担当

常磐開発株式会社

株式会社

  E-mail :

 

２． 料金振込先

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。

    

    

   （イッパンシャダンホウジン

 

 

 

３．ランチョンセミナーについて

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

いては参加費用に含まれております。

使用時間は、10

会場数は、3会場です。

会場別に参加人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、

させていただきます。

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

申込みの場合、説明員

懇親会でのプレゼンテーションについて

懇親会にて、プレゼンテーションを

プレゼンテーションは、要旨集広告／

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

お問い合わせ並びに

（一社）日本環境測定分析協会

〒980-0014 

事務局 後藤

２６回日環協・環境セミナー全国大会

広告展示担当 

常磐開発株式会社

株式会社 大東環境科学

mail : jemcasendai@tohoku

料金振込先 

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。

  七十七銀行

  一般社団法人

（イッパンシャダンホウジン

３．ランチョンセミナーについて

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

参加費用に含まれております。

10月12日（金）技術発表会午前中の部終了後から、

会場です。 

人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、

させていただきます。 

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

申込みの場合、説明員2名様の懇親会費が含まれます。

でのプレゼンテーションについて

にて、プレゼンテーションを

プレゼンテーションは、要旨集広告／

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

お問い合わせ並びにお申し込み

（一社）日本環境測定分析協会

 宮城県仙台市青葉区本町

後藤 妙子  

回日環協・環境セミナー全国大会

  

常磐開発株式会社    

大東環境科学

jemcasendai@tohoku

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。

七十七銀行 新伝馬町支店

一般社団法人 日環協東北支部

（イッパンシャダンホウジン

 

  

３．ランチョンセミナーについて 

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

参加費用に含まれております。 

（金）技術発表会午前中の部終了後から、

人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

名様の懇親会費が含まれます。

でのプレゼンテーションについて 

にて、プレゼンテーションを1分間

プレゼンテーションは、要旨集広告／

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

申し込み 

（一社）日本環境測定分析協会 東北支部

宮城県仙台市青葉区本町

 

回日環協・環境セミナー全国大会

    福田 政彦

大東環境科学 坂本 宏行

jemcasendai@tohoku-aep.co.jp

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。

新伝馬町支店  普通

日環協東北支部 支部長

（イッパンシャダンホウジン ニッカンキヨウトウホクシブ

 

一般機器展示会への出品参加（カタログ・機器）及び、

ンチョンセミナー

より協会ホームページに貴社名を掲載させて戴きます。

 

 

－ 環境測定分析に係る技術報文を募集しています。

■応募条件

会員、非会員問わず、どなた様でも応募いただけます。

環境計量に関する研究成果や環境測定分析に関わる有用

な情報を幅広く募集しております。

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

 

詳細は、日環協ホームページよりご確認ください。

 

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

 

（金）技術発表会午前中の部終了後から、

人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

名様の懇親会費が含まれます。

でのプレゼンテーションについて 

分間ご提供いたします。

プレゼンテーションは、要旨集広告／機器・カタログ

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

東北支部 

宮城県仙台市青葉区本町2丁目5-1

回日環協・環境セミナー全国大会 ｉｎ Ｓｅｎｄａｉ

政彦 TEL 0246

宏行 TEL 019

aep.co.jp 

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。

普通 ５５２５７５６

支部長 長岡修一

ニッカンキヨウトウホクシブ

一般機器展示会への出品参加（カタログ・機器）及び、

ンチョンセミナーをお申込み頂きました際は、本年８月頃

より協会ホームページに貴社名を掲載させて戴きます。

環境測定分析に係る技術報文を募集しています。

■応募条件 

会員、非会員問わず、どなた様でも応募いただけます。

環境計量に関する研究成果や環境測定分析に関わる有用

な情報を幅広く募集しております。

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

詳細は、日環協ホームページよりご確認ください。

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

（金）技術発表会午前中の部終了後から、

人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。 

名様の懇親会費が含まれます。 

ご提供いたします。 

・カタログ展示の申込

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

1 東北緑化環境保全㈱技術部内

Ｓｅｎｄａｉ 

0246-72-1135

019-698-2671

［振込先］＊振込手数料は申込者がご負担下さい。 

５５２５７５６ 

長岡修一 

ニッカンキヨウトウホクシブ

一般機器展示会への出品参加（カタログ・機器）及び、

をお申込み頂きました際は、本年８月頃

より協会ホームページに貴社名を掲載させて戴きます。

環境測定分析に係る技術報文を募集しています。

会員、非会員問わず、どなた様でも応募いただけます。

環境計量に関する研究成果や環境測定分析に関わる有用

な情報を幅広く募集しております。

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

詳細は、日環協ホームページよりご確認ください。

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

（金）技術発表会午前中の部終了後から、1時間とします。

人数が異なります。先着順に受け付けを行いますので、申し込みが重複した場合

 

申込を頂いた全社

プレゼンテーションを希望される場合、申込書の「希望する」にレ点を入れて下さい。

東北緑化環境保全㈱技術部内

 

1135 FAX  0246

2671 FAX 019

ニッカンキヨウトウホクシブ シブチョウ

一般機器展示会への出品参加（カタログ・機器）及び、

をお申込み頂きました際は、本年８月頃

より協会ホームページに貴社名を掲載させて戴きます。

環境測定分析に係る技術報文を募集しています。

会員、非会員問わず、どなた様でも応募いただけます。

環境計量に関する研究成果や環境測定分析に関わる有用

な情報を幅広く募集しております。 

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

詳細は、日環協ホームページよりご確認ください。

セミナー分科会終了後の出席者対象です。チラシ作成、予約受付はいたします。なお、食事の手配につ

時間とします。 

申し込みが重複した場合

を頂いた全社を対象とします。
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