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第 24回環境化学討論会 

                         実行委員長 

  

「第 24回環境化学討論会」 

講演プログラム集広告掲載および付設展示会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 
 さて、日本環境化学会では、「第 24回環境化学討論会」を北海道札幌コンベンションセンターで開催いたします。 
 1992年以来 24回目の環境化学討論会を開催できることを主催者一同大変光栄に存じますとともに、多数の方々に
ご参加いただけますよう尽力する所存でございます。昨今の環境化学関連の技術進歩はめざましく、その先端で活
躍される企業の皆様から環境に関する新たな情報や技術をご教授いただくことは、本環境化学討論会におきまして
大変重要でございます。 
 つきましては、賛助会員の皆様方に下記のとおり講演プログラム集への広告掲載、付設展示会および賛助金、ラン
チョンセミナー開催のお願いを申しあげる次第です。是非、盛況な討論会となりますよう、皆様方のご協力を賜りたく
お願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１． 日時： 平成 27年 6月 24日(水)～26日(金) 
開催場所： 〒003-0006札幌市白石区東札幌 6条 1丁目 1-1、電話 011-817-1010 
            札幌コンベンションセンター 

２． 主催： 一般社団法人日本環境化学会 
 

３． プログラム集の広告掲載 
① 掲載物： 「第 24回 環境化学討論会」プログラム集 
② 発行部数： 900部(A4版) 
③ 掲載費用： （含消費税）                      賛助会員（非賛助会員） 

            表紙の裏面（１社）  １頁･････54,000円（75,600円） 
         裏表紙（１社） １頁･････64,800円（86,400円） 
            各セクションのしきり １頁･････43,200円（64,800円） 
            その他 (最終頁) １頁･････32,400円（54,000円） 
                                       2頁･････54,000円（86,400円） 
 

④ 申込締切日： 平成 27年 3月 27日（金） 
⑤ 原稿締切日： 平成 27年 3月 27日（金） 
⑥ 申込方法： 申込書にご記入の上、下記申込先に E-mailにて申込み下さい｡ 
⑦ 注意事項： 印刷はグレースケールです。 

なお、表紙の裏面、裏表紙への複数応募の場合は抽選となります。 
 
 

４． 付設展示会（スタンプラリー実施） 
① 展示小間：  
 【特別展示】 間口約 3600mm、奥行約 900mm  一般展示の 2小間相当 
  (バックパネル：幅 3600×高 2100 mm, 展示机：横 1800×縦 900mmX2個を予定) 

    ※特典※ 懇親会費を一名様無料にいたします。 
 【一般展示】 間口約 1800mm、奥行約 900mm  
  (バックパネル：幅 1800×高 2100 mm, 展示机：横 1800×縦 900mmを予定)   
② スタンプラリーを実施します。賛助（項目 8）いただいた施設を対象とします。 
③ 展示品： カタログ、パネル、書籍、簡単な器具類、(ガス、水は使用不可) 
④ 搬入搬出： 6月 23日午後 13時から搬入＆設営予定、26日午後 12時までに搬出してください。 

         展示期間は 6月 24日～25日（終日）とし、26日の午前より撤収作業をお願いいたします。 
詳細につきましては展示申込み締切り後、改めてご連絡申しあげます。 

⑤ 展示費用： （含消費税） 
         特別展示（定数 5）     216,000円／1小間 （非賛助会員 270,000円） 

  一般展示（定数 25程度） 97,200円／1小間 （非賛助会員 162,000円） 
⑥ 申込締切日： 平成 27年 3月 27日（金） 
⑦ 申込方法： 申込書にご記入の上、下記申込先に E-mailにて申込み下さい。 
⑧ 注意事項： 受付は先着順とし、予定スペースが埋まり次第締め切ります。お早めに申込み下さい｡        

会場の都合上はみ出しての展示はお断り致します。 
       その他ご不明な点は、事務局へお問い合わせください。 

 
 



 
５． 賛助金 

① 金額： （含消費税） 
         一口 21,600円（何口でも可） 

  講演プログラム集に御名前を掲載させていただきます。 
② 申込締切日： 平成 26年 3月 27日（金） 
③ 申込方法： 申込書にご記入の上、下記申込先に E-mailにて申込み下さい｡ 

 
６． ランチョンセミナー 

① 開催日： 6月 24日（水）、25日（木） 
② 時間：昼食時の 60分間程度 
③ 会場： 3会場を予定（スクール形式、収容可能定員は 100～500名程度） 

参加費用： （含消費税） 
162,000円（企業展示を併設する場合） 
378,000円（ランチョンセミナーのみ申し込みの場合） 

④ 昼食費用：参加企業負担（200名参加として：1,000円／1名分×200名＝20万円程度） 
⑤ 募集数： 6小間（3小間×2日、1小間を 2社以上で共催することは可能ですが、その組合せや運営法等

に関しては、事務局は関与致しませんのでご了承ください。） 
⑥ 運営内容： 学会からの会場スタッフ供与は出来ません。 
⑦ 申込締切日： 平成 26年 3月 27日（金）但し、予定数に達し次第、締め切りとさせていただきます。 
⑧ 申込方法： 添付の申込書にご記入の上、下記の申込先に e-mailにて申込下さい。 

 

※ 昼食の弁当の扱いにつきましては、学会が指定した業者へ企業より直接発注いただく予定です。 

詳細は後日ご案内します。 

  ランチョン設定時間内での講演時間は各企業で計画してください。 
 
７． イブニングセミナー（希望の企業がありましたら開催します） 

① 開催日： 6月 24日（水） 
② 時間： ナイトミーティング実施と同じ時間帯 
③ 会場：  3 会場を予定。会場のサイズやレイアウト，運用方法（飲食提供の有無）等は実施企業の趣旨に

て変更可能。 
参加費用： （含消費税） 

65,000円（企業展示を併設する場合のみ申し込めます） 
④ 募集数： 3小間。1小間を 2社以上で共催することは可能ですが、その組合せや運営法等に関して、事務

局は関与致しませんのでご了承ください。 
⑤ 運営内容： 学会からの会場スタッフ供与は出来ません。 
⑥ 申込締切日： 平成 26年 3月 27日（金）但し、予定数に達し次第、締め切りとさせていただきます。 
⑦ 申込方法： 添付の申込書にご記入の上、下記の申込先に e-mailにて申込下さい。 

 

※ 実行委員会からの飲食の提供はありません。イブニングセミナーの弁当等の扱いにつきましては、学会が指定し

た業者へ企業より直接発注いただく予定です。 

詳細は後日ご案内します。 

イブニングセミナーの設定時間内での講演時間は各企業で計画してください。 
 
８． スタンプラリー賛助金 

① 金額： 一口 10,800円（含消費税）          
  スタンプラリーの景品交換にて御名前を掲載させていただきます。 
② 申込締切日： 平成 26年 3月 27日（金） 
③ 申込方法： 申込書にご記入の上、下記申込先に E-mailにて申込み下さい｡ 

 
 

※※上記項目３・４・６・７・８に記載した各金額は全て消費税込みの金額です。 
 
 

 

申込先・問合せ先 

北海道大学 大学院獣医学研究科 環境獣医科学講座 毒性学教室  
石塚 真由美 
 
〒060-0818 札幌市北区北 18条西 9丁目 
TEL：011-706-6949  
FAX：011-706-5105  
E-mail：tox@vetmed.hokudai.ac.jp 
 



申し込み E-mail：tox@vetmed.hokudai.ac.jp 

第24回環境化学討論会 事務局 宛 

第24回環境化学討論会 講演要旨集広告,付設展示及び賛助金申込書 

申込期限：平成27 年3 月27 日（金）                （含消費税） 

申込み種類 
 該当する種類を○で囲んで下さい。（複数可） 
 
  １ 講演プログラム集広告   ２ 付設展示   ３ 賛助金 

会社名  

賛助会員の有無     賛助会員       非賛助会員 

御担当者連絡先 

住 所 

〒 

部 署  御氏名  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 E-mail: 

※

広
告 

種類 

 該当する種類を○で囲んで下さい。 

 

電子媒体 （ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ、 PDF） 

表紙の裏，裏表紙への複数応募の場合は抽選となります。 

※

付
設
展
示 

希望展示種類 

 希望する種類を○で囲んで下さい。 
 
１ 一般展示      ２ 特別展示 

付設展示小間数 小間 展示金額 円 

スタンプラリー賛助 口 賛助金額 円 

参考） 一般（ 定数25 程度）   賛助会員 97,200円／1小間  非賛助会員 162,000円/1小間 

      特別（ 定数 5 ）     賛助会員 216,000円／1小間  非賛助会員 270,000円/1小間 

     スタンプラリー      賛助金 10,800円／1口 

賛助

金※  

口数 口 賛助金額 円 

              参考） 一口 21,600円（何口でも可） 

合計金額                円 

受付番号（事務局使用欄）  

 

  

該当するものを選びその金額を○で囲んで下さい。 

・表紙の裏面     賛助会員 54,000円／1頁  非賛助会員 75,600円／1頁 
・裏表紙        賛助会員 64,800円／1頁  非賛助会員 86,400円／1頁 
・各セクションのしきり 賛助会員 43,200円／1頁  非賛助会員 64,800円／1頁 
・その他(最終頁)   賛助会員 32,400円／1頁  非賛助会員 54,000円／1頁 
                  賛助会員 54,000円／2頁  非賛助会員 86,400円／2頁 
       



申し込み E-mail： tox@vetmed.hokudai.ac.jp  
第 24回環境化学討論会 事務局 宛 

 

第24回環境化学討論会 ランチョンセミナー申込書 

申込期限：平成26 年3 月27 日（金） 

会社名  

御担当者連絡先 

住 所 

〒 

部 署  御氏名  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 E-mail: 

希望日 

（○印を付けて下さい） 
   24日（木）     25日（金） 

付設展示の併設 ※ 
あり        なし 

（162,000円）    （378,000円） 

 

発表タイトル 

※※ 

１． 

２． 

３． 

共催会社（二社以上で申

し込みされる場合の会社

名） 

※※※ 

１． 

２． 

３． 

共催の場合の請求書送り

先及び金額の内訳 

※※ 

１． 

２． 

３． 

受付番号  

 
※  ：付設展示の併設により金額が異なります。詳しくは講演プログラム集広告掲載 

および付設展示会のご案内をご参照ください。 
※※ ：運営法の詳細等に関しては、開催日１ヶ月頃にご案内する予定です。 
 講演の概要（400字程度）を添付してください。 
※※※：共催の場合は、それぞれの会社名と請求金額の割り振りについてご記入ください。 
 



申し込み E-mail： tox@vetmed.hokudai.ac.jp  
第 24回環境化学討論会 事務局 宛 

 

第24回環境化学討論会 イブニングセミナー申込書 

申込期限：平成26 年3 月27 日（金） 

会社名  

御担当者連絡先 

住 所 

〒 

部 署  御氏名  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 E-mail: 

付設展示の併設 ※ 
あり        

（65,000円）  

 

発表タイトル 

※※ 

１． 

２． 

３． 

共催会社（二社以上で申

し込みされる場合の会社

名） 

※※※ 

１． 

２． 

３． 

共催の場合の請求書送り

先及び金額の内訳 

※※ 

１． 

２． 

３． 

受付番号  

 
※  ：付設展示を実施する企業のみ申し込めます。詳しくは講演プログラム集広告掲載 

および付設展示会のご案内をご参照ください。 
※※ ：運営法の詳細等に関しては、開催日１ヶ月頃にご案内する予定です。 
 講演の概要（400字程度）を添付してください。 
※※※：共催の場合は、それぞれの会社名と請求金額の割り振りについてご記入ください。 
 

 

 


