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場所 サイズ(pixel) 表示形式 
掲載料金 

期間 募集枠 
出展者・賛助会員 一般 

トップページ W160 x H100 固定 150,000円 200,000円 ※ 6 

大分類 W160 x H100 固定 100,000円 150,000円 ※ 64（各4） 

中分類 W160 x H100 固定 20,000円 30,000円 ※ 106(各4） 

学術講演会プログラムページ上でのバナー広告 

※ 掲載期間 : 2か月前から広告主からの要望がない限り継続して掲載（アーカイブサイトへ） 
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2018年 第79回応用物理学秋季学術講演会 

WEB広告募集要項 ~ プログラムページバナー ~ 

バナー広告料金まとめ 

講演会へ参加される方が事前に目を通すオフィシャルプログラムページへのバナー
広告が掲示可能です。展示会への出展情報、新製品発表や、ランチョンセミナー
開催情報、国際会議の投稿・参加募集やなど様々なPRに使用できます。 

お問い合わせは（株）日刊工業コミュニケーションズ  
 応用物理担当  真道（shindo@nikkanad.co.jp）、白根（shirane@nikkanad.co.jp） 
 TEL: 03-5614-3077   FAX: 03-5614-3011 

申込締切日 
2018年 8月24日（金） 

mailto:shindo@nikkanad.co.jp
mailto:shirane@nikkanad.co.jp
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学術講演会Webプログラムでのバナー広告 
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▶ バナー T : トップページバナー 
             （マイメニュー、講演会検索、セッション一覧、出展者情報ページ、 
             開催情報ページにバナーが掲載され、必ず閲覧されます。） 

▶ バナー S : 大分類ページまとめてバナー 
            （大分類『01. 応用物理学一般~ 17. ナノカーボン、22. 合同セッションM』 
            内のすべての中分類ページにバナーが掲載されます。） 

▶ バナー C : 中分類ページバナー 
            （細かく分野を選んでバナーを掲載するページをご選択いただけます。） 

※学会講演会プログラムページ（18年春季） 
  https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2018s/top 

広く 
全ての分野 

ピンポント 
対象となる 
研究分野全体 

ピンポント 
さらに細かく 
ダイレクトに 

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2018s/top
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▶ バナー T: トップページバナー 

場所 サイズ (pixel) 表示形式 
掲載料金 

期間 募集枠 
出展者・賛助会員 一般 

トップページ* W160 x H100 固定 150,000円 200,000円 ※ 6 

※ 掲載期間 : 2か月前から広告主からの要望がない限り継続して掲載（アーカイブサイトへ） 
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Point!! マイメニュー、講演会検索、セッション一覧、開催情報ページ内、出展者情報ページにバナーを掲載いたします。 

広く 
全ての分野 

バナー 
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▶ バナー S: 大分類ページまとめてバナー 
               （大分類に含まれるすべての中分類に掲載されます。） 

 

場所 サイズ(pixel) 表示形式 
掲載料金 

期間 募集枠 
出展者・賛助会員 一般 

大分類 W160 x H100 固定 100,000円 150,000円 ※ 64（各4） 

※ 掲載期間 : 2か月前から広告主からの要望がない限り継続して掲載（アーカイブサイトへ） 
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Point!! 大分類ページは、“シンポジウムから 1. 応用物理一般、2. 放射線、3. 光・フォトニクス、4、5、・・・・・・17. ナノカーボン、合同セッションM“と各分野
で発表される論文が掲載されているページとなります。対象となる方へ広くPRする場合におススメです。 
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf 

中分類 

大分類（ 01~ 22. 合同セッションM ） 

大分類テーマ 

中分類テーマ 

ピンポント 
対象となる 
研究分野全体 

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf
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▶ バナー C: 中分類ページバナー 
              （中分類の中から1テーマ からご選択いただけます） 

場所 サイズ(pixel) 表示形式 
掲載料金 

期間 募集枠 
出展者・賛助会員 一般 

中分類 W160 x H100 固定 20,000円 30,000円 ※ 106(各4） 

※ 掲載期間 : 2か月前から広告主からの要望がない限り継続して掲載（アーカイブサイトへ） 
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Point!! 中分類ページは、各分類をより詳しく調べるページとなりますので、大分類よりもピンポイントでPRが可能です。  
e.g.） 1. 応用物理学一般の中から「1.1 応用物理一般・学際領域 1.7 計測技術」などのページを選択し、的を絞ってPRできます。 
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf 

中分類 

大分類（ “01~ 22. 合同セッションM“ ） 

中分類テーマ 

ピンポント 
さらに細かく 
ダイレクト 

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf


※ ご記入いただいた個人情報は本講演会にのみ使用させていただき、その他リストには掲載いたしません。  

【バナーに関するお問い合わせ、お申込み】 
株式会社 日刊工業コミュニケーションズ Tel.03-5614-3077  Fax. 03-5614-3011 
応用物理担当 真道（shindo@nikkanad.co.jp) , 白根（shirane@nikkanad.co.jp）  

▼申込フォーマット 

掲載場所 
掲載料金 

出展者・賛助会員 一般 

トップページ 
（マイメニュー、出展者ブックマーク、講演会検索、セッション一覧、

出展者情報ページ 含む） 

トップページ、講演会検索、セッ
ション一覧（大・中分類）、開
催情報内、出展者情報ページ 

□ 150,000円 □ 200,000円 

大分類 
（ご希望される大分類は下記URL内のセッション一覧【1. 応用
物理一般~ 22. 合同セッションM 】からご選択ください。）* 

希望大分類をご記入ください。 
（例． 1. 応用物理一般） 

□ 100,000円 □ 150,000円 

中分類 
（ご希望される中分類は下記URLの【1.1 応用物理一般・学
際領域～ 22.1 合同セッションM】からご選択ください。）* 

希望中分類をご記入ください。 
（例． 3.2 材料・機器光学） 
 

□  20,000円 
  
  x (       )枠 

□  30,000円 
 
  x（    ）枠 

合計金額 円 

上記金額に消費税を加算してご請求申し上げます。 

請求書締切日と支払日 締切日（毎月     日）       支払日（    月    日）  

2018年 第79回 応用物理学会秋季学術講演会 
バナー申込書 

株式会社 日刊工業コムズ  行き 

▼下記をご記入の上、”Mail or FAX” にてお戻しください。 Nagoya Congress Center 

⇒ FAX：03-5614-3011 

会社名 / Company                 

出展責任者 
Person in charge 

部署名 / Department                    Name            ㊞ 

住所/ Address 
TEL : 
FAX :   

担当者 
Contact Person 

部署名 / Department Name E-mail: 
 
TEL: 
 
Emergency Contact Number: 
 

㊞     

Website                             

□ 展示会に出展される場合は☑し、会社名のみご記入ください。 

Nikkan Kogyo Communications, Inc. 

*大分類・中分類 索引ページ 
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf 

mailto:shindo@nikkanad.co.jp
mailto:shirane@nikkanad.co.jp
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2018/05/keyword_2018a.pdf
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