第 62 回大気環境学会年会

協賛趣意書
機器展示

会

期：

2021 年 9 月 15 日（水）～17 日（金）

会

場：

オンライン開催

第 62 回大気環境学会年会におけるオンライン機器展示のお願い
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
このたび、第 62 回大気環境学会年会を 2021 年 9 月 15 日（水）～17 日（金）の 3 日
間にわたり、オンラインにて開催させていただくことになりました。
大気環境学会は、昭和 34 年 12 月に設立された大気汚染研究協議会を母体とし、以来、
半世紀以上の長きにわたって我が国の大気環境研究をリードしてまいりました。現在 1000
名程度の会員を擁し、名実ともに我が国における大気環境研究の中心的学会と位置づけら
れています。年に一度の年会は、会員が一堂に会し、日頃の研究成果を発表するとともに、
大気環境研究に関する最新の情報を交換・発信する場として機能してまいりました。残念な
がら昨年はコロナ禍のため誌上開催となり、このような場が奪われてしまいました。
しかし、本学会に関連の深い企業の方々の活動の紹介や、会員との情報交換は大切である
ことから、第 62 回大気環境学会年会では、研究発表やシンポジウムなどと共に、企業の
方々にご出展いただく「環境機器展」をオンラインで開催いたします。
環境機器展をオンラインで開催するのは本学会で初めての試みですが、実り多いものと
なるように様々な企画の準備を進めております。また、新たな試みとして公開シンポジウム
の協賛企業を募集いたします。公開シンポジウムに企業名や商品名を冠することにより、年
会参加者へ貴社の活動を広くアピールすることができます。
以上の趣旨をご理解いただき、機器展示の出展にご協力をいただければ幸甚に存じます。
諸事厳しい折に誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくお力添えを賜りますよう、お願い
申し上げます。
謹白
2021 年 5 月吉日
第 62 回大気環境学会年会
年会長 大原 利眞
機器展示・技術セミナー委員長 高橋 克行

開 催 概 要
1.

会議の名称
第 62 回大気環境学会年会

2.

年会長
大原 利眞（埼玉県環境科学国際センター研究所長）

3.

会期
2021 年 9 月 15 日（水）～2021 年 9 月 17 日（金）

4.

会場
オンライン開催(URL 等が決まりましたら改めてご案内致します。)
※第 62 回大気環境学会年会ホームページ（http://conference.wdcjp.com/jsae/2021/）に、年会会場となるポータルサイトへのリンクを張る予定。

5.

参加者数

600 名（予定）

6.

プログラム（案）
9 月 15 日（水）

9 月 16 日（木）

9 月 17 日（金）

午前

一般口頭発表（W）

一般口頭発表（W）

一般口頭発表（W）

昼休憩

技術セミナー（W）

技術セミナー（W）

技術セミナー（W）

午後①

ポスターコアタイム

授賞式、授賞講演（W） 特別集会①（W）

（発表者との直接質疑

公開シンポジウム（W）

応答時間：Live 質疑）
午後②

ポスターコアタイム

（オンライン懇親会）

（Live 質疑）

（W）ウェビナー形式で開催
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特別集会②（W）

7.

環境機器展参加の流れ

1) スケジュール概要
各企画の詳細は、次頁以降の「募集要項」をご確認ください。
流れ

期限

申し込み締め切り

2021 年 6 月 25 日（金）

企業オンラインサイト掲載データ提出〆切

2021 年 7 月 14 日（水）

出展費用支払い期限

2021 年７月 30 日（金）

第 62 回年会

2021 年 9 月 15 日（水）～17 日（金）
＊オンライン展示は 2021 年 9 月 13 日
（月）～10 月上旬予定

2) 申込先
所定の出展申込書にて、下記出展申込先へ電子メールにてお申込をお願い致します。
第 62 回大気環境学会年会

年会ヘルプデスク：

株式会社 国際文献社
Email：jsae-desk@bunken.co.jp
3) お支払方法
年会実行委員会が出展申込書を受理致しましたら請求書を電子メールにて発送致し
ますので、次の口座へお振込下さい。振込手数料は恐縮ですがご出展者様でご負担
をお願い致します。
*** ゆうちょ銀行からのお振込みの場合 ***
口座名称：公益社団法人大気環境学会年会
口座カナ：シャ）タイキカンキョウガッカイネンカイ
口座番号：00140-0-452146
*** ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込みの場合 ***
金融機関名：ゆうちょ銀行
支店名：〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）
預金種目：当座
口座番号：0452146
口座名称：公益社団法人大気環境学会年会
口座カナ：シャ）タイキカンキョウガッカイネンカイ
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機器展示

募集要項

１ 会期及び展示期間
1) 会期

2021 年 9 月 15 日（水）～2021 年 9 月 17 日（金）

オンライン展示は 2021 年 9 月 13 日から 10 月上旬まで公開予定
2) 入場者

学会に参加された方のみ

２ 会場
オンライン開催（URL 等が決まりましたら改めてご案内いたします）
※第 62 回大気環境学会年会ホームページ（http://conference.wdcjp.com/jsae/2021/）に、年会会場となるポータルサイトへのリンクを張る予定。
３ 募集数
技術セミナーは最大 9 枠。その他の出展区分に上限はございません
４ 事務取扱
機器展示に関する事務は以下が取り扱います。
第 62 回大気環境学会年会

年会ヘルプデスク：

株式会社 国際文献社
Email：jsae-desk@bunken.co.jp
５ 展示等の種類
出展区分
概要
オンライン
オンライン企業展示のサイトで製品の案内（画像や動
展示
画）や質疑応答ができます。ご希望に応じて出展企業
様が用意する Zoom、Webex へのリンクも可能です
バナー広告
年会ホームページのトップページから指定のウエブサ
イトへリンクします
オンライン
会期中の休憩時間に 5 分以内の企業・製品 PR 動画を
動画 CM
上映します
技術セミナー 会期中の昼休みに 15 分の企業・製品プレゼンテーシ
ョンができます（ウェビナー形式）
公開シンポジ 2 日目午後に開催する公開シンポジウムのタイトルに
ウム協賛
御協賛いただいた企業様のお名前を冠することができ
ます
プログラム集 プログラム集（冊子体）に 1 ページもしくは 1/2 ペー
への広告掲載 ジの広告を掲載できます
※ １ページあたりの料金。
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費用（円）
120,000

50,000
50,000
70,000
500,000

1 頁 50,000
1/2 頁 30,000

※ 出展料には、プログラム集 1 冊および講演要旨集 pdf が含まれます。
※ オンライン展示に申し込みくださった企業様は技術セミナー、バナー広告、オン
ライン動画 CM に無料で申し込みいただけます。
６ 展示等の概要
６-１ オンライン展示等
オンライン展示、バナー広告、及びオンライン動画 CM の概要、費用、基本設備は以
下の通りです。
※オンライン展示、バナー広告及びオンライン動画 CM の情報等や電子ファイルは、
Google フォームおよびファイルアップロードサイトのアドレスから提出していただ
きます。アドレス等は後日ご案内いたします。
※掲載データの提出〆切は 2021 年 7 月 14 日（水）です。
※オンライン展示のサンプル資料の閲覧をご希望の企業様はヘルプデスクにご連絡くだ
さい。
1) オンライン展示
オンライン企業展示のサイトで製品の案内（画像や動画）や質疑応答ができます。ご
希望に応じて出展企業様が用意する Zoom、Webex 等へのリンクも可能です。
① 費用
120,000 円
※オンライン展示に申し込みくださった企業様は技術セミナー、バナー広告、
オンライン動画 CM に無料で申し込みいただけます。
② 基本設備
■企業バナー：１枚（800px×450px（72dpi）で作成ください）
■ZOOM：URL（任意）
■企業情報：
（更新不可）
■アナウンス：55 文字 ※後日更新可
■トピックス：300 文字 ※後日更新可
■画像：2 点（任意）※1.5MB 以内
■テキストデータ：300 文字以内（任意）
■PDF ファイルリンク：2 点まで（任意）※5MB 以内
■動画（埋め込みのみ）
：YouTube、Vimeo の動画 URL or mp4 ファイル
（任意）
。※オンライン動画 CM とは異なります。
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2) バナー広告
年会ホームページのトップページから指定のウエブサイトへリンクします。
① 費用
50,000 円
② 基本設備
■企業バナー：１枚（800px×450px（72dpi）で作成ください）
3) オンライン動画 CM
休憩時間に、展示企業様の PR 動画を上映します。
① 費用
50,000 円
② 基本設備
■動画再生時間：5 分以内
■動画アスペクト比：16：9 推奨
■ファイル形式：mp4 のみ
■画質： 720p 以上
６-２ 技術セミナー
昼食時間を利用してウェビナー形式で開催します。年会事務局が企画・運営し、年会
参加者へセミナーへの参加を呼びかけます。また技術セミナーの動画はオンデマンド配
信も予定しています。
① 費用
70,000 円
② 募集数
最大９枠
③ 開催時間
2021 年 9 月 15 日（水）
、16 日（木）、17 日（金）の各昼休み。出展社セミ
ナー会場及びセミナー開催順は、希望企業数により年会実行委員会が割り振
り、後日お知らせ致しますので、ご了承下さい。
④ リハーサル
会期前にリハーサルを開催するので、できるだけご参加いただけますようお願
いいたします。Zoom から招待メールをお送りする予定です。
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６-３ 公開シンポジウム協賛
2 日目午後に開催する公開シンポジウムのタイトルに御協賛いただいた企業様
のお名前を冠することができます。
① 費用
500,000 円
② 公開シンポジウムの概要
開催日時：9 月 16 日（木） 15:00-18:00
テーマ：COVID-19 と大気環境（仮）
予定参加人数 年会参加者（300 名）及び一般の聴講希望者
別添の「プログラム案」をご参照ください。
③ 特典
※シンポジウムのタイトルに、企業名を冠します「例） ●●社 公開シンポ
ジウム COVID-19 と大気環境」
。
※シンポジウムの司会者の背景等に企業名、ロゴ等を表示します。
※シンポジウムの休憩時間に５分間の企業 CM を上映します。
※公開シンポジウム協賛に申し込みくださった企業様はオンライン展示、技術
セミナー、バナー広告、オンライン動画 CM を無料で申し受けます。
※複数ご応募の場合は抽選となる場合があります。
６-４ 年会プログラム集への広告掲載
プログラム集（冊子体）に 1 頁もしくは 1/2 頁の広告を掲載できます。
① 年会プログラム集の概要
A5 判 縦置き 横書き、約 60 頁
② 広告掲載要領
A5 判・1 頁 50,000 円，1/2 頁 30,000 円(税込)
すべて普通頁・1 頁または 1/2 頁の設定で、最終頁対向や見開き 2 頁の設定は
ございません。
広告掲載頁は全体としては年会プログラム集の巻末になりますが、個々の掲載
頁については実行委員会にご一任願います。
③ 広告原稿作成要領等
広告原稿の作成要領については、別途申込者にお知らせします。
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【原稿の書式】
1．原稿サイズ
A5 1 面

（A5 タテ規格サイズ 上下左右とも余白 1 cm）

A5 1／2 面（A6 ヨコ規格サイズ 上下左右とも余白 1cm）
2．紙原稿または電子データ原稿
※ 原稿はできるだけ電子データでご提出ください。
※ 電子データのファイル形式は、拡張子.eps、.ai、.pdf、データ
を推奨いたします。
※ 印刷は黒一色です。
3．提出方法
電子メールでお願い致します。
４．原稿提出〆切
2021 年 7 月 14 日（水）
５．校正
※校正作業については致しませんので、予めご了承ください。
７ 出展申込
1) 出展・協賛・広告掲載申込期限
2021 年 6 月 25 日（金）
2) 出展申込方法
所定の出展申込書にて、下記出展申込先へ電子メールにてお申込をお願い致しま
す。
3) 申込先
第 62 回大気環境学会年会

年会ヘルプデスク：

株式会社 国際文献社
Email：jsae-desk@bunken.co.jp
4) 出展料のお支払方法
年会実行委員会は出展申込書を受理致しましたら請求書を電子メールにて発送致し
ますので、次の口座へお振込下さい。振込手数料は恐縮ですがご出展者様でご負担
をお願い致します。

7

*** ゆうちょ銀行からのお振込みの場合 ***
口座名称：公益社団法人大気環境学会年会
口座カナ：シャ）タイキカンキョウガッカイネンカイ
口座番号：00140-0-452146
*** ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込みの場合 ***
金融機関名：ゆうちょ銀行
支店名：〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）
預金種目：当座
口座番号：0452146
口座名称：公益社団法人大気環境学会年会
口座カナ：シャ）タイキカンキョウガッカイネンカイ
5) 出展料お支払い期限
2021 年７月 30 日（水）
８ 出展の受理と確定
1) 出展の受理
年会実行委員会は、申込を受けた出展申込者に対して「出展受理書」を電子メール
にて送ります。
2) 出展の確定
出展料の全額納入によって環境機器展への出展が確定されます。
６．の出展申込にお示ししました期日までに出展料の納入がない場合は出展の意思
がないものとして処理させていただきます。この場合、発行済みの「出展受理書」
は自動的に失効します。
確定された申込者の方々には、
「領収書」を 8 月中旬までに送付致します。
3) 出展料の返還
いったん納入された出展料は 9.の開催の中止以外のいかなる理由によっても返還は
できませんのでご了承ください。
4) 会期および展示時間の変更
年会実行委員会は災害、その他やむを得ない事由のため、本展の会期または展示時
間を変更することがあります。この場合、これによって生ずる損害について年会実
行委員会は一切補償の責めを負いません。
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5) 開催の中止
年会実行委員会は天変地変、その他不可抗力の事由により本展の開催を中止するこ
とがあります。この場合、既納の出展料及び各種納入金の全部または一部を返還す
ることがあります。これ以外の損害について年会実行委員会は一切補償の責めを負
いません。

以上
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別添
関係者限り

公開シンポジウム
日時

プログラム（案）

：２０２１年９月１６日（木） １５：００～１８：００（仮）

開催形式：オンライン
座長

： 伊藤 剛 （日本自動車研究所）
、藍川 昌秀（北九州市立大学）

テーマ ：COVID-19 と大気環境（仮）
共催

：大気環境学会 健康影響分科会、室内環境分科会

講演プログラム：
（タイトルは全て未定）
15:00 – 15:05

開会挨拶 大気環境学会 会長 伊豆田 猛

15:05 – 15:35

基調講演「環境と健康、コロナにからめて」
森本 英香 （早稲田大学）

15:35 – 15:55

空気を媒体とする COVID 感染経路の実態
篠原 直秀 （産業技術総合研究所）

15:55 – 16:15

大気汚染暴露と COVID 感染の関係に関する疫学研究
東

16:15 – 16:35

賢一 （近畿大学）

大気汚染暴露と COVID 感染の関係に関する毒性学研究
高野 裕久 （京都大学）

16:35 – 16:45

（休憩）

16:45 – 17:05

COVID の感染拡大・対策に伴う大気質変化
板橋 秀一 （電力中央研究所）

17:05 – 17:25

気候危機とコロナ危機に関わる人文社会科学研究
朝山 慎一郎 （国立環境研究所）

17:25 – 17:45

COVID-19 を受けた地環研の対応
濱村 研吾 （福岡県保健環境研究所）

17:45 – 18:00

総合討論
閉会挨拶 第 62 回大気環境学会年会 年会長 大原

利眞

