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併設展示会開催のご案内とご出展ならびに「Best poster award」に対する
ご協力のお願い

公益社団法人 日本表面科学会
ISSS-7 実行委員会
ISSS-7 実行委員会展示委員会

会 長 尾嶋 正治
委員長 大門
寛
委員長 越川 孝範

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 すでに昨年 12 月に文書でお願いい
たしましたように ISSS-7 の国際会議において企業展示を開催いたします。新年度になりま
したので、改めて展示のお願いをいたします。なにとぞご高配の上ぜひご参加いただくよ
うにお願い申し上げます。
さて、私ども 公益社団法人日本表面科学会 ISSS-7 実行委員会では、約 700 名が参加し
た 2011 年開催の ISSS-6 に引き続き、2014 年 11 月 2 日(日)より 6 日（木）まで「くにび
きメッセ」
（島根県松江市）において開催致します第 7 回表面科学に関する国際シンポジウ
ム（ISSS-7）に向けて、鋭意その準備を進めているところです。
本シンポジウムの主題は、貴社の事業並びに研究開発テーマに直接・間接にも深く関わ
っているものと拝察致します。今回も前回同様 700 名を越える国内外からの研究者・技術
者が集い、充実した国際会議となることが期待されます。
１．併設展示会の開催
この国際会議には、ISSS-7 実行委員会の決定により、その期間中に、関連する企業の併
設展示会を開催することとなりました。 特に今回の展示会は、表面・界面・薄膜を原子ス
ケールで作製・評価して制御するためのナノサイエンス･テクノロジーへの貢献、さらにラ
イフサイエンス、環境科学への展開を志す、半導体、超伝導、金属、アモルファス材料、
ダイヤモンド、カーボンナノチューブ、有機材料、バイオ界面、MEMS、環境触媒、太陽
電池、表面分析、成膜、表面改質など広範な分野から集う研究者・技術者に対して、その
関連の企業の方々にご参加を戴き、最新情報のご提供をいただきたく、ここにご案内を申
し上げる次第です。
併設展示会にご出展戴きました場合には、次の特典をご用意致しました。
①１小間当たり２名様の国際会議参加費は無料となります。
②プログラム冊子（A4 版）には、貴社の広告１ページを掲載させていただきます。
③昼食休憩時間を利用した展示場でのコマーシャルセミナーが実施可能です。
④ISSS-7 の HP へのバナー広告掲載・リンク。
尚、説明員を置かずに机上に資料を置くことも出来ます。詳細はお問い合わせください。

２．
「Best poster award」へのご協力依頼
本国際会議では 35 歳以下の若手を対象にして「Best poster award」を設けて研究の奨
励を行っております。この賞には企業から提供される賞金と商品を副賞として授与します。
そこで各企業にお願いをしてご協力をいただいております。ご協力いただくと以下の特典
を用意いたしております。
① プログラム冊子ならびに USB アブストラクト集への企業名の掲載
② バンケットの受賞式での企業名の公表
③ ISSS-7 のホームページでの企業名の公表
を行います。
つきましては、経済状況の極めて厳しいおりから、関係各位のご理解とご援助を賜りま
して、この併設展示会へのご出展ならびに「Best poster award」へのご協力を心からお願
い申し上げます。
別添として、ISSS-7 併設展示会出展概要・要領書を添えさせて戴きますので、ご協賛
戴けますように、重ねてお願いを申し上げます。
敬具
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ISSS-7 実行委員会 展示委員会 事務局 上村恵美子
TEL:03-3812-0266, FAX:03-3812-2897, e-mail :isss7@sssj.org
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併設展示会の出展概要・要領書
展示会概要
１．名称

表面科学に関する国際シンポジウム 併設展示会

２．展示会場

くにびきメッセ 展示ホール

３．展示期間

平成 26 年 11 月 3 日(月)正午 ~5 日(水) 正午まで。

４．小間数

小間数 20～30 程度（複数小間の申し込みも可能です。
）

５．小間配列

配列の詳細は後日連絡申し上げます。

６．１小間あたり出展に伴う特典
① ２名様の会議参加登録料が無料。
② プログラム冊子への広告掲載 (A4 １ページ、白黒印刷)。
③ 展示ホールでのコマーシャルトーク（ドリンク類は貴社負担。昼食とソフトドリン
クは国際会議側で準備しておりますが、会議参加者にとって魅力があるドリンクを貴社
に準備していただけるとコマーシャルトークも魅力が増すと期待しております）
④ 学会 HP へのバナー広告および各社 HP へのリンク（入金時～会議終了時まで）

出展要領
１．出展の資格

表面・界面･薄膜・ナノテクノロジー・環境技術等に関わる企業・団体

２．展示物

上記に関する分析評価･周辺機器、関連部品とﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、書籍等。

３．小間規格

1800mm(間口)＊2100mm(高さ)のバックパネル

（予定）

（パネルの前に折りたたみ式簡易長机 1,800mm(間口)＊900mm（奥行き）
＊700mm(高さ)を設置、パソコン用 100V、200W 程度 2 口ソケットを
提供。
）

４．小間単価

15 万円/小間（消費税は内税です）とさせて頂きます。

５．別途工事費

上記規格以外の仕様工事は、別途申込頂き、その費用は小間単価に
追加して請求させて戴きます。 また、会場設備の関係からご要求に対
してお応え出来ない場合もありますので、予め、事前に御相談下さい。

６．お申込先等

別添「展示出展申込書」で、FAX にて下記事務局 へお申込下さい。
ISSS-7 実行委員会展示委員会事務局 上村恵美子

FAX:03-3812-2897,( TEL:03-3812-0266）
e-mail : isss7@sssj.org
７．お申込期限

2014 年 9 月 5 日（金）

８．出展料のお支払

支払期限 2014 年 10 月 10 日（金）

銀行口座 みずほ銀行 本郷支店
口座番号 普通預金
口座名
９．小間割の決定

店番 075

2874859

日本表面科学会 ISSS7

最終申込小間数をもとに、委員会で小間割を決定した後に、事務局か
ら出展各社 様にご連絡致します。

10．出展の取消等

小間割決定後に申出での「出展取消及び出展小間数の変更」等には、
応じかねます。

11．出展料の返金

小間割決定後の「出展料の返金」は、如何なる場合においても致しか
ねます。

12．基礎小間装飾

基礎小間は、委員会の決定により、事務局が施工いたします。

＊ 小間装飾はご自由に行って戴いて結構ですが、消防法等の規制もござ
いますので、事前に事務局にご相談下さい。
＊ 当日の展示が国際会議の趣旨と大きく異なる場合や、他の展示各社に
迷惑がかかっていると実行委員会が判断した場合には、小間装飾や造
作等の変更をお願いする場合もございます。
13．注意事項

ｲ 展示物の重量制限

折りたたみ式簡易長机に置ける程度
重量物を展示する場合には、事前に
ご相談ください。

ﾛ 騒音・音響効果・レーザー光線の制限
周囲に迷惑を及ぼす恐れのある場合は禁止
させて頂きます。
ﾊ 舞台、床面、壁面などへの直接の釘打ち、ﾃｰﾌﾟ貼り等を禁止します。
14．展示物の管理等
展示物の保護管理に就きましては、会場の都合上、展示会場の施錠が
できません。会期中、別途、施錠可能な部屋を用意いたします。委員
会は最善を尽くして参りますが、万一、盗難その他の事故や不具合が
発生いたしましても、その責は負いかねます。
15．出展の説明会 平成 26 年 11 月 3 日(月) 10：00～10：30 現場にて (予定)
16．搬入・搬出

当日の搬入・搬出に関しては、お申込頂いた方々に、後日、ご案内状
を送付させて頂きます。

追伸:
尚、諸般の事情等により、若干の変更が生じる場合も御座いますが、
その際は、遅滞なくご連絡を申し上げますので、何卒、ご了承願います。
以上

（見本）請求書は、お申込み後改めて発行いたします。
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展示ブース１小間の代金として、上記の通りご請求申し上げますので、平成 26 年
10 月 10 日迄に、下記銀行口座にお振込み戴きますようお願い致します。

銀行名:
みずほ銀行
支店名:
本郷支店
店番:
075
口座番号: 普通預金
2874859
口座名 :
日本表面科学会 ISSS7
(ニホンヒョウメンカガクカイアイエスエスエスナナ)
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