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第 22 回 日環協・経営セミナー全国大会 in 東京ベイエリア by 竹芝 

カタログ展示会および要旨集広告募集のご案内 

 

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、今年度の本事業は従来の『経営者セミナー』という名称からより多くの会員を対象とし

た経営に関するセミナーを目指して首記の如く名称を改めました。また、本年度は本部・関東支

部共同開催という形式で関東支部が担当し、下記の通り東京湾の玄関口である竹芝で開催する運

びとなりました。 

本経営セミナーでは、「新たな環境ビジネスの創生を目指して」というテーマで、経営の視点や

新技術に関する有益な情報の共有化を図りたいと考えております。 

本セミナーは、経営者を含む「製品購入決定者」が多く参加することからカタログ展示による

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、本大会においてカタログ展示および、要旨集広告のお申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。 

敬具 

 

記 

 

１．開催期日 2019 年 11 月 7 日(木) ～ 8 日(金) 

２．会  場 アジュール竹芝 

〒105-0022 東京都港区海岸 1-11-2   電話 03-3437-2011 

HP：http://hotel-azur.com/ 

※展示スペースは、講演会場ロビーとなります。 

３．日程概要 11月7 日(木)：カタログ展示、懇親会 

11 月8 日(金)：カタログ展示 

４．添付資料 カタログ展示出展・要旨集広告掲載申込書 

５．第二期募集 2019 年 7 月 1 日から 2019 年 8 月 9 日まで 

以上 



カタログ展示出展申込書 
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出展社名   ：                                       

ご連絡担当者 ：                                    

ご担当者連絡先 ：TEL    －    －        

e-mail：             @                  

懇親会参加者 ※カタログ展示をお申込みの方は、会員 2 名、一般 1 名様の懇親会参加費用が無料となります。 

カタログ展示特典 １．                 ２．               

 （無料） 

懇親会有料参加  １．                 ２．               

10,000 円/人 

        ３．                 ４．                

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

ご記入のうえ、keiei_seminar@jemca.or.jp 宛てにメールでお送りください。 

 

項  目 申込 単 価 申込数 料 金 備 考 

カタログ展示   申込区分：□会員   □一般 

カタログ展示 
※会員 2 名、一般 1 名様の懇親会参加費が無料となります。 

 5 万円  ＝  万円  

 
懇親会有料参加者 
※参加者氏名は、氏名を下記に記載ください。 

 1 万円 ×（ ）名 ＝  万円  

要旨集広告 

うら表紙広告 

カラー/A4 正寸/裁切 

 
5 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 

 
4 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 

 
4 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 

 
3 万円 ×（ ）頁 ＝  万円 

 

※申込費用は、全て消費税込みとなります。 

□「参加詳細」の内容を確認した上で、申し込みいたします。 
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１． お問い合わせ並びに申し込み

〒134

（一社）日本環境測定分析協会

事務局
 

２． 料金振込先

みずほ銀行船橋支店

日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 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。

ジよりご確認ください。

１．カタログ展示について

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。

（1）展示台（長机

（2）展示

（3）社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。

（4）展示は、

（5）搬入／出の詳細につきましては、お

（6）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。

（7）危険物等は持ち込まないでください。

（8）カタログ

合は、

（9）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

（10）その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

   講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

２．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）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

●カタログ展示・

お問い合わせ並びに申し込み
134-0084 東京都江戸川区

（一社）日本環境測定分析協会

事務局 渡辺

料金振込先

みずほ銀行船橋支店

日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛）

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。

ジよりご確認ください。

．カタログ展示について

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。

展示台（長机半分

）展示小間には、サイド

社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。

展示は、11 月 7

）搬入／出の詳細につきましては、お

）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。

）危険物等は持ち込まないでください。

カタログ展示費用には

合は、出展申込

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

．要旨集広告について

）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。

）原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。

）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。

）支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。

）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

●カタログ展示・要旨集広告

お問い合わせ並びに申し込み
東京都江戸川区

（一社）日本環境測定分析協会

渡辺 裕治 Tel.03

 

みずほ銀行船橋支店 （店番号

日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛）

カタログ

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

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

ジよりご確認ください。 

．カタログ展示について 

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。

半分：0.9ｍ×

には、サイド、バック

社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。

7 日(木)は受付開始時間～終了時間まで、

）搬入／出の詳細につきましては、お

）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。

）危険物等は持ち込まないでください。

展示費用には、会員

申込書に人数と参加費用の

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

．要旨集広告について 

）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。

）原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。

）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。

）支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。

）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

要旨集広告参加詳細

お問い合わせ並びに申し込み 
東京都江戸川区 2-3-4 

（一社）日本環境測定分析協会 関東支部

Tel.03-3878

（店番号 282）

日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛）

カタログ展示をお申

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

※賛助会員様特典として、新技術紹介も可能です。

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。

0.6ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。

、バックのパネル

社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。

は受付開始時間～終了時間まで、

）搬入／出の詳細につきましては、お申込

）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。

）危険物等は持ち込まないでください。 

会員 2 名、一般

人数と参加費用の記載

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

）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。

）原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。

）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。

）支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。

）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

参加詳細 

 

関東支部 

3878-2811 E-

）普通預金 

日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛）

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

※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

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。

ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。

のパネル(壁)は原則ありません。

社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。

は受付開始時間～終了時間まで、

申込み受付後ご案内させていただきます。

）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。

 

、一般 1 名様分の参加費用が含まれています

記載をお願いします。

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

）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。

）原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。

）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。

）支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。

）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。
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日環協関東支部（ニッカンキョウカントウシフ゛） 

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

詳細は、日環協ホームペー

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へ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。 

ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。

は原則ありません。

社名版、クロス等は各社で、必要に応じてご準備ください。 

は受付開始時間～終了時間まで、8 日(金)は午前中から

み受付後ご案内させていただきます。

）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。

分の参加費用が含まれています

をお願いします。 

原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。 

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。）

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、

）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。

）原稿の提出形式は、ＰＤＦ形式電子フアイルでお願いします。 

）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。

）支給原稿につきましては、原則ご返却はいたしません。 

）原則としてキヤンセルの場合、料金の返却は出来ません。 

keiei_seminar@jemca.or.jp

 

込み頂きました際は、本年８月頃より協会ホームページ

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

詳細は、日環協ホームペー

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へＰＲが可能と

ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。

は原則ありません。 

は午前中から

み受付後ご案内させていただきます。

）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。

分の参加費用が含まれています

その他（詳細は、お申し込み後にご案内させていただきます。） 

講演会場および懇親会会場で御社紹介を投影と懇親会会場で、ご希望によりプレゼンが行えます。

）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。

 

）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。 

_seminar@jemca.or.jp

込み頂きました際は、本年８月頃より協会ホームページ

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

詳細は、日環協ホームペー

今回の展示会場は、セミナー会場入り口ロビーに配置を予定しており、より多くの参加者へＰＲが可能と

ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。

は午前中から 13 時までとなります。

み受付後ご案内させていただきます。 

）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。

分の参加費用が含まれています。追加参加を希望される場

ご希望によりプレゼンが行えます。

）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。 
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ｍ）卓上カタログスタンドを必要に応じご準備ください。 
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）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。 

。追加参加を希望される場 

ご希望によりプレゼンが行えます。 



カタログ展示出展申込書＜記入例＞ 

カタログ展示と追加懇親会２名参加で、要旨集広告の申込み記入例 

第 22 回 日環協・経営セミナー全国大会 in 東京ベイエリア by 竹芝 

開催日：2019 年 11 月 7 日(木)・8 日(金) 会場：アジュール竹芝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展社名   ：  JEMCA 株式会社                                    

ご連絡担当者 ：  日環 太郎                                  

ご担当者連絡先 ：TEL 03 －3878 －2811        

e-mail： keiei_seminar     @jemca.or.jp                  

懇親会参加者 ※カタログ展示をお申込みの方は、会員 2 名、一般 1 名様の懇親会参加費用が無料となります。 

カタログ展示特典 １． 日環 太郎           ２．  日環 花子        

 （無料） 

懇親会有料参加  １． 日環 次郎           ２．               

10,000 円/人 

        ３．                 ４．                

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

ご記入のうえ、keiei_seminar@jemca.or.jp 宛てにメールでお送りください。 

項  目 申込 単 価 申込数 料 金 備 考 

カタログ展示   申込区分：□会員   □一般 

カタログ展示 
※※懇親会 1 名参加費含む 

〇 5 万円 1 ＝ 5 万円 み 

 
懇親会追加参加者 
※参加者氏名は、氏名を下記に記載ください。 

〇 1 万円 ×（ 1）名 ＝ 1 万円  

要旨集広告 

うら表紙広告 

カラー/A4 正寸/裁切 
 5 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 
 4 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 
 4 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 
〇 3 万円 ×（ 1）頁 ＝ 3 万円 

 

※申込費用は、全て消費税込みとなります。 

□「参加詳細」の内容を確認した上で、申し込みいたします。 

 

ご連絡担当者が懇親会に
参加される場合も記名く
ださい。 


