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2020 年度 第 28 回日環協・環境セミナー全国大会 in 広島 

分析機器展示及びカタログ展示会のご案内 

 

 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御礼申し上げます。 

 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来年度（2020 年）は中国・四国支部

が担当し、下記の日程にて開催致します。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分析機器展示、カタログ展示を行い、毎年実りある発表

と活発な討論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。 

 つきましては本大会において参加者及び関係者に配布する「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（機器展示、カタログ展示）及び、ランチョンセミ

ナーの申込についてご検討下さいますよう、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）を適用させて頂きます。 

敬具 

記 

1. 開催期日  2020 年 10 月 8 日（木）～9日（金） 

2. 会場    ホテルグランヴィア広島 

       〒732-0822 

       広島県広島市南区松原町 1-5 

       TEL：082-262-1111 

       大会会場（４F悠久）と同じフロアです（詳細は別添資料） 

3. 日程概要  10 月 8 日（木） 

       開会セレモニー、特別講演、機器・カタログ展示、懇親会 

       若手/中堅技術者交流会 

      10 月 9 日（金） 

       技術発表会、機器・カタログ展示、ランチョンセミナー 

4. 添付資料  広告掲載、機器展示出展及びランチョンセミナー申込書 

5. 申込期間  2019 年 11 月１日から予約申込受付開始 

なお、請求は 2020 年度よりとさせて頂きます。 

以上 



広告掲載、機器展示出展及びランチョンセミナー申込書 

 

2020 年度 第 28 回日環協・環境セミナー全国大会 in 広島 

開催部：2020 年 10 月８日（木）・９日（金） 

会場 ：ホテルグランヴィア広島 

項目 単価 申込数 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 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 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 社のみ 

1 ページ広告 

モノクロ/タテ 270×ヨコ 180mm 

8 万円 

(6 万円) 

  

1/2 ページ広告 

モノクロ/タテ 130×ヨコ 180mm 

5 万円 

(3.75 万円) 

  

1/4 ページ広告 

モノクロ/タテ 60×ヨコ 180mm 

3 万円 

(2.25 万円) 

  

カタログ・機器展示 

1.8×0.6×0.7ｍ展示台 

バックパネル(社名付) 

10 万円 

(7.5 万円) 

 30 社 

ランチョンセミナー※２ 

３会場 

最大収容人数 各室 80 名 

32 万円 

(24 万円) 

 ３社 

   ※（ ）内は会員価格 

   ※２ ランチョンセミナーのお弁当は各社で手配願います。  

 

□「参加詳細」の内容を確認した上で、申し込み致します。 

 

社名 ：                                     

連絡担当者 ：                                  

担当連絡先 ：TEL    －    －                       

E-mail ：                             

リンク先の URL 記載欄 ：                             

（注意：URL は各社トップまたは展示予定機器紹介ページいずれか 1URL となります） 

 

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、hiroshima-seminar@jemca.or.jp 宛にメールでお送り下さい 

 

  



2020 年度第 28 回日環協・環境セミナー全国大会 in 広島 

●要旨集広告掲載・カタログ・機器展示・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、データ又はファ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 形式電子ファイルでお願いします。 

（3）申し込み原稿サイズは 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、ご理解頂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、料金の返却はできません。 

2．カタログ・機器展示について 

（1）バックパネル（1.8ｍ×1.8ｍ）（社名付）と説明員用の控室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 

展示台面積 1.8ｍ×0.6ｍ（1.08 ㎡） 30 小間 

展示機器の荷重が 30 ㎏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）展示時間について、10 月 8 日（木）は受付開始時間から終了時間まで、9日（金）は午前

中（13 時まで）となります。 

（6）100V 電源（無料）の必要な方は、申込書に明記ください（動力は使用できません） 

  ・電源は 1小間あたり 100V－3A まで使用できます 

  ・この容量を上回る場合は、別途ご相談ください。 

（7）水道・ガスの使用はできません。 

（8）搬入/搬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頂きます。 

（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、ご理解頂けますようお願い申し

上げます。 

（11）危険物等は持ち込まないでください 

（12）原則として、出展物の損傷などには責任を負いません。 

（13）カタログ・機器展示のみお申込みの場合、説明員１名様の懇親会参加費が含まれていま

す。同様にランチョンセミナーのみ申込にも説明員 1名様の懇親会参会が含まれています。

カタログ・機器展示のみ又はランチョンセミナーのみ申込で説明員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。また、カタログ・機器展示とランチョ

ンセミナー両方を実施される方は、合わせて 2名様まで懇親会参加費が含まれています。

懇親会のみの参加費は 8千円です。 

（14）原則としてキャンセルの場合、料金の返却はできません。 

 

 

 

 

 



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が対象です。チラシ作成、予約受付、食事の手配は使用者

ご自身にてお願いいたします。なお、食事の手配については持ち込みができませんので、

環境セミナー実行委員会 広報部会事務局（下記参照）にお問い合わせください。 

（2）使用時間は 10 月 9 日（金）セミナー終了後から 1時間とします。 

（3）会場は 3会場で、セミナー分科会会場となります。各会場の定員は 80 名です。 

（4）原則として、キャンセルの場合、料金の返却はできません。 

 

１．お問い合わせ並びに申込 

  第 28 回日環協・環境セミナー全国大会 in 広島 実行委員会 

  広報部会事務局（(公財)山口県予防保健協会内） 担当 隅野 徹 

  〒754-0001 山口県山口市小郡上郷 5408 番地１ 

   TEL 083-941-6300（音声案内 2番）  FAX 083-941-6400 

      E-Mail:hiroshima-seminar@jemca.or.jp 

 

２．料金振込先 

  〔振込先〕 

広島

ﾋﾛｼﾏ

銀行

ｷﾞﾝｺｳ

 五日市

ｲ ﾂ ｶ ｲ ﾁ

中央

ﾁｭｳｵｳ

支店

ｼ ﾃ ﾝ

（支店番号０３７）普通３１７８９５４ 

一般社団法人日本環境測定分析協会 中国・四国支部 小林琢也 

シャ）ニホンカンキョウソクテイブンセキキョウカイ 

チュウゴクシコクシブ コバヤシタクヤ 

なお、振込時期は 2020 年 4 月以降に事務局から請求書を発行しますので、到着日

以降から 8月 30 日までに振込手続きをお願い致します。 

また、振込手数料は申込者がご負担ください。 

 

 

 

 
 
 
 


