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ご 挨 拶 
謹 啓 

拝啓、貴社におかれましては益々御繁盛の段お慶び申し上げます。 
さて、⽇本航空宇宙学会は、来る、2022 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜4 ⽇（⾦）の 4 ⽇間、熊本

城ホール（熊本県熊本市）において、「第 66 回宇宙科学技術連合講演会」を開催すべく準備
を進めております。本講演会は、広く宇宙科学および宇宙技術関係の研究者、技術者に最新
の研究発表の場を提供すると共に、関係者の交流を深めて、我が国の科学技術の発展に寄与
することを⽬的としております。 

しかし、講演会の開催には多額の費⽤が必要となり、学会のみでは開催が困難な状況です。 
つきましては、貴社の広報活動の場として本講演会をご利⽤していただき、運営費の⼀部

に充てさせていただきたく、ここにお願い申し上げる次第です。事情を御賢察の上、斯界の
発展のために貴社の格別の御⽀援、御⾼配を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、広告は本講演会のプログラム集への掲載だけでなく、本講演会 Web サイトへのバナ
ー掲載や講演会会場での休憩時間におけるビデオ放映等も予定しております。 

プログラムの体裁と広告掲載料、および展⽰の詳細および費⽤につきましては、別紙のよ
うにさせていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

（最新の状況に応じて、感染症対策に⼗分配慮して運営を進めて参ります。） 
謹 ⽩ 

     
 〒103-0022 東京都中央区⽇本橋室町４−１−２１ 近三ビルヂング 4階 
     ⼀般社団法⼈ ⽇本航空宇宙学会 

空気⼒学部⾨委員会   委員⻑ 藤⽥ 和央 
構造部⾨委員会   委員⻑ 池⽥ 忠繁 
材料部⾨委員会   委員⻑ 加藤 久弥 
機器・電⼦情報システム部⾨委員会  委員⻑ 森岡⽇出男 
原動機・推進部⾨委員会   委員⻑ 富岡 定毅 
電気推進・先端推進委員会   委員⻑ 船⽊ ⼀幸 
宇宙利⽤部⾨委員会   委員⻑ 松本 康司 
宇宙航⾏部⾨委員会   委員⻑ 北川 幸樹 
宇宙システム・技術部⾨委員会  委員⻑ 安光亮⼀郎 
 

第６６回宇宙科学技術連合講演会実⾏委員会 
幹事部⾨ 宇宙利⽤部⾨委員会 
 委員⻑ 松本 康司（宇宙航空研究開発機構）  



 
 

第 66 回宇宙科学技術連合講演会 

開催概要 
 
１．会 期： 2022 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜4 ⽇（⾦） 
２．会 場： 熊本城ホール 
       〒860-0805 熊本市中央区桜町 3 番 40 号 
  Tel：096-312-3737 

3．実⾏委員⻑：松本 康司（宇宙航空研究開発機構） 
4．主 催： ⼀般社団法⼈⽇本航空宇宙学会 
5．参加者（予定）： 1,500 名 
6．プログラム（予定）： 

特別講演 
オーガナイズドセッション 
⼀般セッション（⼝頭発表） 
学⽣セッション（ポスター）等 

7．講演会ホームページアドレス： https://branch.jsass.or.jp/ukaren66/ 

 

  



 
 

広告掲載のご案内 
 
「第 66 回宇宙科学技術連合講演会」プログラム集の概要は、A4版、レーザーネック表紙、
約 30 ⾴の上質紙写真製版印刷で、特別講演、⼀般講演合わせて約 900 件の研究論⽂のプロ
グラムを掲載し、1500 部発⾏を予定しております。 

本講演会は、宇宙科学技術に関する研究者が⼀同に会する国内最⼤の学術講演会であるこ
とを考えると広告媒体としても、極めて効果の⼤きいものと考えております。 
 
 
1．プログラム集への広告掲載 
 
・広告⼨法 ： プログラム集 A4版 1⾴ 天地 260mm 左右 180mm 

             A4版 1/2⾴ 天地 125mm 左右 180mm 
・原稿   ： 広告の⾊はグレースケールです。 

広告原稿は電⼦データとし、メール添付でもかまいません。 
       電⼦データのファイル形式については word、PDF、イラストレータなど、 
       ほとんどの形式に対応いたします。 

・申込締切 ： 2022 年 7⽉ 22 ⽇（⾦） →9⽉ 30 ⽇（⾦） 
・原稿締切 ： 2022 年 8⽉ 5⽇（⾦） →応相談 
・掲載料(税込)：   

 普通⾴ 49,500円 
 1/2⾴ 38,500円 
 表 2⾴（表紙の/裏） 66,000円 
 表 3⾴（裏表紙の内側） 55,000円 
 表 4⾴（裏表紙） 77,000円 

 
 
 

2．講演会ホームページへのバナー掲載 
 
・掲載場所   ： 講演会ホームページ（トップページ）の右側 
・最⼤受付数   ： 10件（予定） 
・申込および原稿締切  ： 随時（最⼤受付数に達し次第終了） 
・掲載料(税込)  ： 66,000円 
 



 
 

 

バナー広告掲載イメージ（広告サイズや配置等の詳細は今後変更となる可能性があります。） 

 
 
 
3．講演会会議場での休憩時間における広告ビデオ放映 
 
・放映場所   ： メインのセッション会場ほか 
・放映時間  ： セッション間の休憩時間、昼休み等 
・広告ビデオの⻑さ ： 1 分以内 
・最⼤受付数   ： 20件（予定） 
・申込締切   ： 2022 年 9⽉ 2 ⽇（⾦） →9⽉ 30 ⽇（⾦）（最⼤受付数に達

し次第終了） 
・原稿締切   ： 2022 年 9⽉ 30 ⽇（⾦） →応相談 
・掲載料(税込)  ： 44,000円 
 
 
申込先（申込書送付先および問い合せ先） 
  ⼀般社団法⼈ ⽇本航空宇宙学会 広告・展⽰事務局  武⽯ 
          （委託先：⼀般財団法⼈⽇本宇宙フォーラム内） 

E-mail： 66ukaren@jsforum.or.jp 
   また、以下の URLからの申し込みも可能です。 
   https://forms.office.com/r/AkiHkCPdTr 
 
  



 
 

 

展⽰募集のご案内 
 
１．展⽰会会期：2022 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜4 ⽇（⾦） 
 
2．搬⼊・搬出スケジュール 
 搬⼊ 10 ⽉ 31 ⽇（⽉）15：00〜（予定） 
 搬出 11 ⽉ 4 ⽇（⾦）15：00〜17：00（予定） 
※荷物を事務局が受け取る場合は、要相談 

 
3．展⽰会場（現状案）： 

 
熊本城ホール 3 階会議室エリア A1、A2、ホワイエ② 

※同会場内に、ブレイクコーナーと懇談コーナーを設置予定 
 
 

展示会場ホワイエ② 

展示会場A1・A2 

ブレイク 

コーナー 懇談コーナー 

展示会場拡大図 



 
 

 
4．出展料(税込み)  

⼀般展⽰ A 
場所：ホワイエ② 
⼩間数：16（予定） 

1⼩間 110,000円 

2⼩間 176,000円 

⼀般展⽰ B 
場所：会議室 A1及び A2 
⼩間数：39（予定） 

1⼩間 77,000円 

2⼩間 132,000円 

カタログ展⽰ 
A4 サイズのカタログ 1種類 

1台の展⽰台に 
3 社分展⽰ 33,000円 

      
※「⼀般展⽰」について、各出展業者様には 1名に限り、会議出席も可能な参加証 1枚
と懇親会へのご招待状を 1 枚お渡しします。それ以外の展⽰担当者さまには、展⽰会場
のみ出⼊り可能なパスをご希望により追加で 3 枚までお渡しできます。また、追加で懇
親会ご出席を希望の場合は別途お申込みください。 
※アカデミックプライスについては要相談。 
※⼤きなものの床置き展⽰や機器のデモなどをご希望の場合は、⼀般展⽰ Aでお願いし
ます。 
※⼀般展⽰ Aは施錠出来ないため、夜間の貴重品置き場は別途⽤意する予定です。 
 

5．⼀般展⽰の⼩間仕様（単位mm）（予定）：  
① スペース ⼀般展⽰ A： D 2,500×W 2,300 

⼀般展⽰ B： D 1,500×W 2,300 
② 展⽰台   D 600 ×W1,800×H 700 の会議⽤机 1 本 
③ バックパネル  W 900×H 2,100 のパネル 2枚 
④ 椅⼦   2脚 
⑤ 社名板   D 200×W 800（バックパネルに設置） 
電⼒供給 500 W(100V, 5A)までは標準装備。コンセント 1個(平行口 2口)。 

容量増などは別料⾦。詳細はお問い合わせください。 
⑥ サイドパネル 別料⾦で設置可能。詳細はお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

900×２ 

床面使用可能サイズ： 
「①スペース」の項を参照 

2100 

ご参考＜有料オプション例＞ 
・⽩布：会期中 500円 
・カタログスタンド：7000円 
・上部スポットライト 
(左右セット)：10,000円 など 
 

 



 
 

※⼩間仕様等に関するその他のご要望は、担当宛にご相談ください。 
 
6．感染症対策 

最新の状況に応じて、会場内の換気を⼗分に⾏うとともに、各所に⾮接触型体温計や消毒
液を設置するなどの対策を⾏います。 
 
7．申込〆切⽇：2022 年 9⽉ 16 ⽇（⾦）→9⽉ 30 ⽇（⾦） 
 
8．今後の予定：⼩間割・搬⼊出のご案内、オプション備品等のご連絡、最終電気 
   容量・特別装飾等のご確認など：9⽉以降順次 
 
9．申込先（申込書送付先および問い合せ先） 
  ⼀般社団法⼈ ⽇本航空宇宙学会 広告・展⽰事務局  武⽯ 
          （委託先：⼀般財団法⼈⽇本宇宙フォーラム内） 

E-mail： 66ukaren@jsforum.or.jp 
   また、以下の URLからの申し込みも可能です。 
   https://forms.office.com/r/AkiHkCPdTr 

以上 


