
第２６回分子シミュレーション討論会	 

企業展示	 募集要項	 

○展 示 会 場	 	 九州大学	 西新プラザ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 福岡市早良区西新 2-16-23（福岡市地下鉄空港線 西新駅 7番出口徒歩 10分） 
http://www.kyushu-u.ac.jp/university/institution-use/nishijin/ 

○出 展 期 間	 	 平成 24年 11月 26日（月）10:00から 
平成 24年 11月 28日（水）16:00まで	 
※搬入は 26日 9:00～10:00，搬出は 28日 16:00～18:00の予定です。 

○来場予定人数	 	 全国の大学教員，研究者，大学院生，公的研究機関の研究員，化学・自動車・電機・

情報・製薬企業等の研究員など約 200名 
○展 示 内 容	 	 計算機，ソフトウェアなど計算科学およびその周辺に関する展示 
○展 示 場 所	 	 2階ロビー（受付，メインホール，ポスター会場，休憩会場に隣接） 
○展 示 形 式	 	 	 

出 展 料（円） 
形	 式 

一般企業 法人会員 
小間の仕様（次頁の図参照） 

機器展示 80,000 60,000 

ポスターパネル（W120cm×H180cm）1枚 
展示台（W180cm×D90cm×H70cm）1台 
電源（AC 100V） 
※討論会参加登録料２名様まで無料（懇親会は有料） 

資料展示 20,000 20,000 展示台（W90cm×D45cm×H70cm）1台 
※無人展示となります。電源なし。 

 
○出展申込方法	 	 申込書に記入し，電子メールで下記事務局までご送付ください。 
○申 込 締 切	 	 平成 24年 10月 19日（金） 
○出展料支払期限	 平成 24年 10月 26日（金） 

出展料の支払いをもって正式申し込みとさせていただきます。 
○出展料支払方法	 別途ご連絡致します。 
○出展の取消	 	 取消をする場合は，決定後速やかに書面にて，事務局にご連絡下さい。ただし，出

展料の支払期限以降の返金はいたしかねますので，あらかじめご了承ください。 
○出 展 社 名	 	 要旨集およびホームページに，協賛企業として貴社名を掲載させていただきます。	 

○そ の 他	 	 ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。その他，ご希望などございましたら，

事務局までご相談ください。 
	 

第 26回分子シミュレーション討論会実行委員会事務局（代表：秋山	 良） 
〒812-8581	 福岡市東区箱崎 6-10-1	 九州大学大学院理学研究院化学部門内 

	 	 Phone: (092)642-3912	 	 	 	 	 E-mail: mssjmeeting26@gmail.com 



 

展示ブースの仕様	 

○機器展示	 

	 

	 

 ポスターパネル（横 120cm×縦 180cm，脚 20cm） 
 展示台（幅 180cm×奥行 90cm×高さ 70cm）※奥行 45cmの机を２台並べて使用。 
 電源（AC 100V）使用可。	 ※電源容量についてはご相談ください。 

 
○資料展示	 

 
 展示台（幅 90cm×奥行 45cm×高さ 70cm） 
 カタログ，技術資料などを無人展示。 
 電源はありません。 
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第２６回分子シミュレーション討論会	 

講演要旨集広告	 募集要項	 

○予 稿 集	 	 A4判縦長，白黒オフセット印刷，約 250ページ，270部印刷予定 
○発 行 日	 	 平成 24年 11月中旬（予定） 
○頒 布 対 象	 	 全国の大学教員，研究者，大学院生，公的研究機関の研究員，化学・自動車・電機・

情報・製薬企業等の研究員など約 200名 
討論会当日に，受付で参加登録者全員に配布します。 

○広 告 内 容	 	 計算機，ソフトウェアなど計算科学およびその周辺に関する広告 
○広 告 料 金	 	  

掲 載 位 置 ページ数 サイズ(mm) 料金(円) 備	 考 

表２（表紙内側） 1 W180×H270 70,000 先着順 1社のみ 
1/2 W180×H130 18,000 横長 

巻末（後付） 
1 W180×H270 30,000  

表３対向（裏表紙内側対向） 1 W180×H270 50,000 先着順 1社のみ 
表３（裏表紙内側） 1 W180×H270 70,000 先着順 1社のみ 
表４（裏表紙外側） 1 W210×H297 80,000 先着順 1社のみ 

 
○広告申込方法	 	 申込書に記入し，電子メールまたは FAXにて下記事務局までご送付ください。 
○申 込 締 切	 	 平成 24年 10月 19日（金） 
○原 稿 締 切	 	 平成 24年 10月 26日（金） 
○広告料支払期限	 平成 24年 10月 26日（金） 

広告料の支払いをもって正式申し込みとさせていただきます。 
○広告料支払方法	 別途ご連絡致します。 
○広 告 版 下	 	 電子ファイルを電子メールまたは CD-ROM等でお送りください。 
○広 告 社 名	 	 要旨集およびホームページに，協賛企業として貴社名を掲載させていただきます。	 

○そ の 他	 	 ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。 
	 

第 26回分子シミュレーション討論会実行委員会事務局（代表：秋山	 良） 
〒812-8581	 福岡市東区箱崎 6-10-1	 九州大学大学院理学研究院化学部門内 

	 	 Phone: (092)642-3912	 	 	 	 	 E-mail: mssjmeeting26@gmail.com 



 
第２６回分子シミュレーション討論会	 企業展示・広告申込書 

平成	 	 年	 	 月	 	 日 

当社・当団体は，第２４回分子シミュレーション討論会「企業展示／広告」に，下記の

通り申し込みます。 

企業展示  に     □申し込む    □申し込まない （どちらかにチェックを入れる） 

展 示 形 式 
□機器展示（□一般企業 80,000円	 	 □法人会員 60,000円） 
□資料展示（20,000円） 

展示内容の概要  

展 示 物  

必要な電源容量 AC100V（単相）                W 
 

要旨集広告  に  □申し込む    □申し込まない （どちらかにチェックを入れる） 

ご希望掲載位置 
□表２(70,000円)  □巻末 1/2頁(18,000円)  □巻末１頁(30,000円) 
□表３対向(50,000円)   □表３(70,000円)   □表４(80,000円) 

広告内容の概要  

原 稿 の 形 式 
□電子ファイル（形式：                      ） 
□紙原稿（カメラレディー） 

 
名	 称  

貴社・貴団体  
ご住所 

（〒	 	 	 ‐	 	 	 	 ） 
 
 

お名前  

部署名  ご 担 当 者 

連絡先 TEL:                   FAX: 
E-mail: 

参加者のお名前 
（機器展示のみ） 

 
 



 


