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※ 掲載期間 : 要望がない限り継続して掲載（アーカイブサイトへ）

2022年 第83回応用物理学会秋季学術講演会
（@東北大学 川内北キャンパス＋オンライン）

バナー広告募集要項

バナー広告料金まとめ

講演会参加者の必需品, 講演会オフィシャルホームページ, Webプログラムページ, アプリへバナー広告が掲載できます。
現地参加される方はもちろん、オンラインで参加する方にとっても講演会情報を収集する上で必ず利用いたします。製品やサービスのご紹介
や、自社のセミナー開催情報、動画コンテンツへの誘導、国際会議の投稿・参加募集など様々なPRに使用できます。

お問い合わせは
日刊工業コミュニケーションズ 応用物理学会担当 expo@nikkanad.co.jp / Tel. 03-5614-3080（代）

場所 サイズ(pixel) 表示形式

掲載料金(税別）
掲載
期間

募集枠 申込締切日
出展者・賛助会員 一般

1. 講演会オフィシャルホームページ

トップページ W280 x H100 固定 150,000円 200,000円 ※ 7 2022年 8月26日（金）

2. 講演会Webプログラム

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

2022年 8月26日（金）大分類 W160 x H100 固定 100,000円 150,000円 ※ 各4

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

3. 講演会アプリ

トップページ W1536 x H210 ローテーション 50,000円 100,000円 ※ 3 2022年 7月29日（金）
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1. 講演会オフィシャルホームページでのバナー広告

Point!! 学術講演会の最新情報や登壇申込みまで、講演会に関わる全ての研究者が目にするWebサイトです。
講演会オフィシャルホームページは、登壇申込締切頃から、10万（訪問数/ 月）を超え、会期直前は2万/日、会期終了までに計20万
を超えるアクセスがございます。製品・サービス、セミナー情報、リクルートなど、積極的な参加者に向けてのPRに適しています。

バナー申込締切日
2022年 8月26日（金）

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 W280 x H100 固定 150,000円 200,000円 ※ 7

【 講演会オフィシャルホームページ 】
2021年秋季@オンライン
https://meeting.jsap.or.jp/jsap2021a/
2022年春季＠青学相模原キャンパス＆オンライン
https://meeting.jsap.or.jp/jsap2022s/
2022秋季＠東北大川内北キャンパス＆オンライン
https://meeting.jsap.or.jp/

登壇・参加申込はこのサイトから！多くの参加者にリーチできます！！

バナー（先着7枠）

▶ バナー仕様（Max:3MB/ 形式: PNG, JPEG, GIF ※アニメーション可）

※ 掲載期間 : データ提供後、翌営業日（土日祝除く）～ 広告主からの要望がない限り継続して掲載します

https://meeting.jsap.or.jp/jsap2021s/
https://meeting.jsap.or.jp/jsap2022s/
https://meeting.jsap.or.jp/
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2. 講演会Webプログラムでのバナー広告

▶ バナー T : トップページバナー

▶ バナー C : 大分類まとめてバナー

▶ バナー S : 中分類ページバナー

※ 講演会Webプログラムページ（2021年秋季@オンライン）
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2021a/top

全ての分野・参加者へ

対象となる分野全体へ

アプローチ

大分類よりさらに

細かくダイレクトに

バナー申込締切日
2022年 8月26日（金）

Point!! マイメニュー、講演検索、セッション一覧、開催情報ページ内にバナーを掲載いたします。
予稿の索引・閲覧、ダウンロードや、スケジュール管理まで幅広くご活用いただいております。滞在時間も長いことが予想されます。
また、中分類１つを選択することも出来、細かく対象を絞ってPRいただくことが可能です。

（大分類｜01. 応用物理学一般～ 17. ナノカーボン、合同セッションK（ワイドギャップ酸化物半導体材料）, 
M（フォノンエンジニアリング）, N（インフォマティクス）, フォーカスト（AIエレクトロニクス） 内の
すべての中分類ページにバナーが掲載されます。）

（マイメニュー、講演会検索、セッション一覧、開催情報ページのすべてにバナーが掲載されます。）

（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。）

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2021a/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）

Point!! マイメニュー、講演検索、セッション一覧、開催情報ページ内にバナーを掲載いたします。Webプログラムを利用される方全員にPRいただくことが可能です。

▶ バナー仕様（Max:3MB/形式: PNG, JPEG, GIF ※アニメーション可）

バナー

全ての分野・参加者へ
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▶ バナー C: 大分類まとめてバナー
（大分類に含まれるすべての中分類ページにバナーを掲載できます）

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 ※ 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）

Point!! 大分類は、“1. 応用物理学一般、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K, M, N, フォーカスト“と各中分類をまと
める名称となります。ページ内では中分類ごとに発表される論文を紹介しています。対象となる方へ広くPRする場合におススメです。

【分類キーワードリスト】

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/05/2022a-section_keyword.pdf

大分類（ 01～17, 合同セッションK, M, N, フォーカスト）

▶ バナー仕様（Max:3MB/形式: PNG, JPEG, GIF ※アニメーション可）

中分類

大分類テーマ

▲ご選択いただいた大分類内にあるすべての中分類へバナーを掲載します

中分類

対象となる分野全体へ

アプローチ

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/05/2022a-section_keyword.pdf
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▶ バナー S: 中分類ページバナー
（中分類1テーマからご選択いただきバナーを掲載できます）

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 ※ 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）

Point!! 中分類ページは、各分類の詳細を閲覧するページとなりますので、ピンポイントで掲載場所をご選択でき、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1つの中分類を選択し、的を絞ってPRできます。
※ 合同セッションは大分類となります。また、分野によっては掲載できない場合がございます。ご検討の際にご相談ください。

【分類キーワードリスト】

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/05/2022a-section_keyword.pdf

▶ バナー仕様（Max:3MB/形式: PNG, JPEG, GIF ※アニメーション可）

中分類

中分類

中分類（ 大分類内にある各テーマを1つから選択可）

中分類テーマ

▲ご選択いただいた中分類ページへバナーを掲載します

大分類よりさらに

細かくダイレクトに

https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/05/2022a-section_keyword.pdf
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※ 先着3社・団体限定

アプリバナー申込締切日
2022年 7月29日（金）

ユーザー数 13,699

アクセス数 1,049,572

ダウンロード数 3,133

19年春実績（現地開催）

サイズ
(pixel)

ファイル形式 表示形式

掲載料金

募集枠
出展者・賛助会員 一般

W1536 x 
H210

png ローテーション 50,000円 100,000円 3

他のバナー広告より少し早いです。お気をつけください!!

3. 講演会アプリでのバナー広告

Point!! 参加者必携の講演会アプリ。現在、どんな発表が行われているか確認ができるタイムテーブルや、会場索引機能を備え、
個人のスケジュール管理も可能な、現地・オンライン参加者の双方にとって欠かせないアイテムです。
直前・会期中にダウンロードされる方が多く、活発な参加者へのPR、リクルート活動にも役立ちます。

バナー

22年春実績（ハイブリッド）

ユーザー数 3,862

アクセス数 234,079

ダウンロード数 806



※ 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. 03-5614-3080 Fax. 03-5614-3011
応用物理学会担当 （expo@nikkanad.co.jp）

2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会
バナー広告申込書

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。

⇒ Email: expo@nikkanad.co.jp

会社名 / Company

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:

Nikkan Kogyo Communications, Inc.

▼ 申込フォーマット

Webサイト名 広告タイプ / プラン 掲載場所
掲載料金（税別）

出展者・賛助会員 一般

オフィシャル
ホームページ

- トップページ □ 150,000円 □ 200,000円

Web
プログラム

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）、

開催情報内ページ
□ 150,000円 □ 200,000円

大分類まとめて
（ご希望される大分類はセッション一覧

【1. 応用物理学一般～23. 合同セッション
N,フォーカスト】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【1.1 応用物理一
般・学際領域～17.3 層状物質 】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

アプリ - トップページ □ 50,000円 □ 100,000円

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）

mailto:shirane@nikkanad.co.jp
mailto:expo@nikkanad.co.jp
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