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・オンライン展示会
・オンライン企業プレゼン
・オンライン大会ページバナー広告
・オンラインキャリアパスセッション



日本物理学会第2020年秋季大会（オンライン開催）
［物性］ 2020年9月8日㈫～11日㈮　　［素核宇］ 2020年9月14日㈪～17日㈭

日本物理学会では毎年、春と秋に全国規模の大会を開催しています。

毎年9月に開催される秋季大会では広範な物理学の世界の19の領域に関して、約4,000名の研究者による約3,000件におよぶ講演と

活発な討論が行われます。この秋季大会では理化学・計測機材・出版・キャリアパスに関するオンライン展示会の併設や企業主催のオン

ラインセミナーなどを通じて研究者と企業・団体とのコミュニケーションの場を提供しています。是非、皆様の積極的なご参加を心よりお

待ちしております。
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アイ電子(株)
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オンライン展示会・オンライン企業プレゼン
オンラインキャリアパスセッション・バナー広告のご案内

秋季大会でカバーする研究領域

2019年秋季大会［物性］〔岐阜大〕／第75回年次大会（名古屋大・中止）展示会出展企業一覧

前回大会データ（2019年秋季大会 ［素核宇］山形大 ［物性］岐阜大）

［素核宇］1,220名（内 学生    488名)
［物性]　3,284名（内 学生 1,288名)

［素核宇］885件　［物性］2,453件講演発表件数：3,338件
大会参加人数：4,504名



［物性］日程 2020年9月8日㈫～11日㈮　　［素核宇］日程 2020年9月14日㈪～17日㈭

約4,000名の大会参加者に向けて自社の製品サービスをPR

［素核宇］［物性］両領域の研究者にオンラインで情報交換が可能

講演プログラムは大会HPをご確認ください https://w4.gakkai-web.net/jps_search/2020au/index.html

掲載期間後（9月18日以降）はページは削除されます

【掲載情報】

・会社情報　・製品情報スライド　・資料ダウンロード機能　・Webキャスト、製品PR動画　・オンライン製品説明予約

・Q&Aコメント機能　・お問合せ

1社単独の展示会ページで大会参加者と双方向に情報交換オンライン展示会

出展料金　一般 ￥100,000　賛助会員￥80,000 (税別)　申込締切：8月17日㈪

展示会ページ公開期間（会期）　9月8日火曜～9月17日金曜

企業情報/画像（JPEG・PNG 1MB以下）テキスト（企業名＋企業紹介文300字以下）製品紹介スライド/画像（JPEG・PNG 1MB以下）テキスト（製品紹
介300字以下）画像＋テキストで1スライド 最大5スライド登録可 資料ダウンロード/PDFファイル5ファイルまで登録可（1ファイルあたり上限50MB）
WEBキャスト・製品PR動画/テキスト（動画タイトル＋動画説明140字以下）動画共有サイトにアップロード済みの自社制作動画の埋め込み（埋め込み用
コードをご用意ください）オンライン製品説明予約・Q&Aコメント機能・お問合せ/新着メッセージ通知用メールアドレス

展示会ページイメージ（画像はサンプル）

その他機能

日本物理学会2020年秋季大会
オンライン開催
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画像
JPEG or PNG 
1MB以内

製品タイトル〇〇〇〇〇〇

ダウンロード資料タイトル①

ダウンロード資料タイトル②

ダウンロード資料タイトル③

ダウンロード資料タイトル④

ダウンロード資料タイトル⑤
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画像
JPEG or PNG 
1MB以内

WEBキャスト・動画タイトル〇〇〇〇〇〇
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WEBキャスト・動画
埋め込み

企業情報

オンライン製品説明予約 Q&A コメント機能 お問合せフォーム

・画像（JPEG・PNG 1MB以下）
・テキスト（企業名＋企業紹介300字）

資料ダウンロード

・PDF 5ファイルまで登録可
(50MB以内/1ファイル)
・テキスト（資料タイトル）

製品情報スライド

5スライドまで登録可
・画像（JPEG・PNG 1MB以下）
・テキスト（製品名＋製品紹介300字）

Webキャスト 製品PR動画

・テキスト （動画説明140字）
・動画埋め込み



掲載期間：8月24日（月）～9月17日（金/大会最終日）　申込締切：8月17日（月）

全ての参加者がセッションページに進む前にアクセスするマイページにバナー掲載

バナーは大きさ・掲載位置に応じて3タイプ

大会参加者の個人ページに大型バナー掲載オンライン大会ページバナー広告

日本物理学会2020年秋季大会HPバナー広告

日本物理学会2020年秋季大会
オンライン開催

バナーサイズ・料金

Aタイプ  980 x 120px ページ上部掲載　　一般: ¥150,000  賛助会員: ¥130,000（募集4枠）
Bタイプ  424 x 100px ページ下部掲載　　一般: ¥100,000  賛助会員: ¥  90,000
Cタイプ 200 x   96px ページ下部掲載　　一般: ¥  70,000  賛助会員: ¥  60,000 料金は全て税別

（税別）

バナー仕様：バナー寸法 Aタイプ980 x 120px　Bタイプ 424 x 100px  Cタイプ 200 x   96px / ファイル形式 JPEG（アニメーション不可） 
データサイズ上限 200KBまで / バナーの広告内容について日本物理学会の審査が入る場合があります/バナーはローテーション掲載となります

980 × 120

424 × 100

200 × 96 200 × 96 200 × 96 200 × 96

424 × 100

ページ上部

ページ上部掲載

ページ下部

サイズ：W980 x H120px
一般 ￥150,000
賛助 ￥130,000

Aタイプ

ページ下部掲載

サイズ：W200 x H96px
一般 ￥70,000
賛助 ￥60,000

Cタイプ

ページ下部掲載

サイズ：W424 x H100px
一般 ￥100,000
賛助 ￥ 90,000

Bタイプ

「2020年秋季大会」ページ （日本物理学会HP内）大会トップバナー下掲載ページ・位置

データ受領より約1週間後 掲載開始　9月末日 掲載終了掲載期間
・ ファイル形式：JPG, PNG　・ 寸法：950×70px　・ 上限データサイズ:200KB以下　・ GIFアニメーションの不可
・ 広告内容について審査を行う場合あり

バナー仕様

掲載料金 申込締切一般：¥150,000　賛助会員：¥130,000 8月17日㈪



通常セッション終了後、同会場にてセッションに引き続いて10分間のプレゼンを行っていただけます。

開催日程・会場（セッション）は事前に選択でき、ターゲットを絞ってのプレゼンが可能です。

セッション終了後に開催の企業による10分間プレゼンオンライン企業プレゼン

専用のオンライン会場にて学部生/院生を参加対象とした複数社合同開催のキャリアパスセッション

持ち時間は15分/1社、開催日時は［物性日程］ 9月08日㈫～11日㈮  ［素核宇日程］ 9月14日㈪～17日㈭よりお選びいただけます。

複数企業合同主催の学生向け
キャリアパス関連セッションオンラインキャリアパスセッション

開催料金　一般 ￥50,000　賛助会員￥30,000 (税別)　申込締切：8月17日㈪

開催料金　一般 ￥120,000　賛助会員￥100,000 (税別)　申込締切：8月17日㈪

開催概要

・各セッション(領域ごと）で午前/午後の発表終了時に参加企業1社10分のプレゼン
・募集数：各セッション午前/午後につき1社
・お申込み時にプレゼンを行うセッションをお選びいただきます。セッションの開催日時・詳細は大会プログラムページ
をご参照ください
　大会プログラムページ https://w4.gakkai-web.net/jps_search/2020au/index.html

開催概要

・プログラムに組み込まれた専用セッション会場で開催
・参加企業の持ち時間は15分/1社
・申込時に物性日程（8日～11日）素核宇日程（14日～17日）で開催日を選択いただけます。詳細は大会プログラム
ページをご参照ください
　大会プログラムページ  https://w4.gakkai-web.net/jps_search/2020au/index.html
・開催時刻等の詳細は後日ご連絡いたします。
・オンライン大会ページバナー広告：Cタイプを用いて開催告知を行います

開催プレゼンテーマ例

・自社製品・サービスの活用事例
・共同研究者による事例紹介
・国、自治体所属研究機関の施設利用紹介
・プレゼン直前セッション参加者のプレゼン聴講は参加者の任意となります　・機器/サービスなどプレゼン内容について日本物理学会の審査
が入る場合がございます　・参加企業はプレゼン参加者の個人データ取得はできません　・プレゼンで開催に必要なPC・オンライン環境は主
催企業自身でご用意ください　・セッションはウェブ会議システム「ZOOM」を用いて開催いたします

・プレゼン直前セッション参加者のプレゼン聴講は参加者の任意となります　・機器/サービスなどプレゼン内容について日本物理学会の審査
が入る場合がございます　・参加企業はプレゼン参加者の個人データ取得はできません　・プレゼンで開催に必要なPC・オンライン環境は主
催企業自身でご用意ください　・セッションはウェブ会議システム「ZOOM」を用いて開催いたします

【開催当日イメージ】

セッションA セッションB昼休み

10：00 12：25 12：35 13：35 17：30 17：40

企業プレゼンA
12：25～12：35（10分間）

企業プレゼンB
17：30～17：40（10分間）



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル7F
TEL : 03-5614-3077   E-mail : jps@nikkanad.co.jp　https://www.nikkanad.co.jp/

【お問合せ・お申込み】

日本物理学会誌9月号もしくは10月号に広告出稿をお申込みいただいた場合、オンライン大会メニューが定価から20％オフ

日本物理学会会誌広告・オンライン大会  メニューセット割引のご案内

日本物理学会誌

物理学の関わる幅広い広いテーマを網羅する毎月発行の日本物理学会の機関誌
毎月、全ての物理学会員に郵送配布（発行物数 約17,000部/月）

対象の日本物理学会誌

日本物理学会誌09月号（  9月5日発行）　申込締切日：8月5日㈬
日本物理学会誌10月号（10月5日発行）　申込締切日：9月30日㈬

割引対象メニュー

日本物理学会誌 広告掲載料金

・オンライン展示会　　　　・オンライン大会バナー広告
・オンライン企業プレゼン　・オンラインキャリアパス

・発行：毎月5日（月刊）　
・発行部数：約17,000部（月平均）

・配布先：日本物理学会員宛送付、および一部販売
・サイズ：A4判

・広告原稿サイズ：天地260mm x 左右180mm

掲載場所

表4

後付

綴り込み

表2

表3

前付

色

4色（カラー）

1色（モノクロ）

4色

1色

4色

4色

1色

1色

スペース

1頁

1頁

1頁

1頁

1頁

1頁

1頁

1頁

賛助会員（円）

220,000

155,000

200,000

140,000

260,000

150,000

125,000

112,000

250,000

一般（円）

230,000

165,000

210,000

150,000

270,000

160,000

135,000

122,000

260,000
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