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◆JpGU-AGU Joint Meeting 2017 概要

開催概要
名 称 ：JpGU-AGU Joint Meeting 2017
会 期 ：2017年5月20日（土）～5月25日（木） 6日間
会 場 ：千葉市 幕張メッセ国際会議場、国際展示場7ホール/東京ベイ幕張ホール
主 催 ：公益社団法人日本地球惑星科学連合、米国地球物理学連合

参加学協会：
日本宇宙生物科学会、日本応用地質学会、日本温泉科学会、日本海洋学会、日本火山学会、
形の科学会、日本活断層学会、日本気象学会、日本鉱物科学会、日本地図学会、日本古生物学会、
日本沙漠学会、資源地質学会、日本地震学会、日本情報地質学会、日本水文科学会、
水文・水資源学会、生態工学会、生命の起原および進化学会、石油技術協会、日本雪氷学会、
日本測地学会、日本大気化学会、日本大気電気学会、日本堆積学会、日本第四紀学会、
日本地学教育学会、地学団体研究会、日本地下水学会、日本地球化学会、地球環境史学会、
地球電磁気・地球惑星圏学会、日本地形学連合、日本地質学会、日本地熱学会、地理科学学会、
日本地理学会、日本地理教育学会、地理教育研究会、地理情報システム学会、東京地学協会、
東北地理学会、土壌物理学会、日本粘土学会、日本農業気象学会、物理探査学会、日本陸水学会、
陸水物理研究会、日本リモートセンシング学会、日本惑星科学会

賛助会員：
地方都市コンベンション関連団体事務局、株式会社フォルテ、阿蘇ジオパーク推進協議会、
クリムゾンインタラクティブジャパン、株式会社ワールドクリエーション 、日本ジオパークネットワーク

協 賛：
公益社団法人日本天文学会、公益社団法人土木学会、公益社団法人日本地震工学会、
公益社団法人日本地すべり学会、公益社団法人地盤工学会、 公益社団法人砂防学会、
日本高圧力学会、日本サンゴ礁学会

後 援：
日本学術会議、文部科学省、国土交通省国土地理院、気象庁気象研究所、気象庁地磁気観測所、国土交通省
海上保安庁、国立教育政策研究所、地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部地質研究所、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人宇宙航空
研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構日本科学未来館、
国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、
国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人森林総合研究所、国立研究開発法人土木研究所、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学
研究部門、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人
理化学研究所、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究
機構国立天文台、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所、大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構統計数理研究所、大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所、
一般社団法人全国地質調査業協会連合会、一般社団法人電子情報通信学会、一般社団法人東京都地質調査業
協会、一般社団法人日本機械学会、一般社団法人日本航空宇宙学会、一般社団法人日本分析機器工業会、
一般財団法人電力中央研究所、一般財団法人日本宇宙フォーラム、一般財団法人日本地図センター、公益財団
法人地震予知総合研究振興会、公益財団法人地球環境産業技術研究機構、公益財団法人深田地質研究所、
公益社団法人日本測量協会、公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー、千葉市、千葉県教育委員会、
千葉市教育委員会
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◆展示企画概要 - 1

開催概要
名 称： JpGU-AGU Joint Meeting 2017 （一般展示）
開催期間： 2017年5月20日（土）～5月25日（木） 6日間
開催場所： 千葉市 幕張メッセ 国際展示場７ホール

提出関係スケジュール

出展ブース
提出物締切

2017年 広報関連締切

出展要綱（本資料） HPに公開

3月

【3月17日】
・大会モバイルアプリバナー広告（申込・原稿）
・大会Program Book広告 （申込・原稿）
・JGL (JpGUニュースレター冊子）広告 （申込・原稿）
・紙コップ広告（申込）
・バーコードスキャナー利用申込
【3月31日】
・スタンプラリー参加申請（無料）

オプションご注文：4月14日（金）
・オプション備品申込
・ネームプレート申請
・ブース仕様

4月

【4月14日】
・メールニュース原稿（無料） （申込・原稿）
【4月28日】
・大会トップページロゴ（無料） （申込・原稿）

出展者証申請：5月8日（月）
※全出展者様

搬入方法連絡：5月17日（水）
※全出展者様

5月
【5月8日】
・デジタルサイネージ（無料）（申込・原稿）

各オプションは出展者専用オンラインシステムよりお申込みください。
連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」

https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/

※広報関連の詳細は、ホームページおよび本冊子15-17ページをご確認ください。
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会期中スケジュール

5月19日（金） 前日 15：00～18：00 搬入・設営

5月20日（土） 初日 08：00～10：00
10：00～18：30

搬入・設営
展示

5月21日（日）
～24日（水）

2～5日目 10：00～18：30 展示

5月25日（木） 最終日 10：00～14：00
14：00～17：00
17：00～19：00

展示
搬出・撤去（軽作業）
搬出・撤去（重機等）

参考）セッション時間割
AM1 9:00～10:30
AM2 10:45～12:15
PM1 13:45～15:15
PM2 15:30～17:00
PM3 17:15～18:30

（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ）

※最終日はPM2 まで



◆展示企画概要 - 2
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お問合せ先

会場全体図

【出展・広告申込みおよび全般的なこと】

公益社団法人日本地球惑星科学連合事務局 展示担当（杉村）
〒113-0032 東京都文京区弥生2-4-16 学会センタービル4階
TEL： 03-6914-2080 FAX： 03-6914-2088
E-mail： exhibition@jpgu.org

【本出展要綱に関すること（会場設営・オプション品・搬入出など）】

株式会社幕張メッセ JpGU-AGU Joint Meeting 2017 会場担当（中野、渡邉）
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
TEL： 043-296-0506 FAX： 043-296-0529
E-mail： exhibition@jpgu.org または jpgu@m-messe.co.jp 

展示ホール7（奥が国際会議場側）



◆展示企画概要 - 3

4

一般展示
（展示ホール7）

大学パネル/書籍・関連商品
（国際会議場 2階)

学協会デスク
（国際会議場1階）

パンフレットスタンド
（国際会議場1階）

ブース配置図



一般展示
費用：324,000円

◆ブース仕様
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ブース基本仕様

1ブースのサイズ 間口270㎝×奥行180㎝×高さ210㎝

出展料に含まれるもの 背面・側面パネル（横270㎝×奥行180㎝×高さ210㎝）×１セット

ネームプレート（団体名板） （横180㎝×縦30㎝）×１

テーブル（横180㎝×奥行60㎝×高さ70㎝）×２

クロス（白布）×２

椅子×２

アームスポット×２灯（クリップ可動式）

電気使用料および電源工事費（１ブース当たり500Ｗまで）

お渡しする出展者証 出展者証（全日程券）×２
※全期間を通じて一般参加者と同じく講演会場を含めた全会場に入場できます。
出展者証×２
※展示会場へ入場できます。

ブース詳細 背面・側面パネル：クロス貼り

※ポスター等の展示には画鋲を、パネル等の展示にはフック・チェーンをご使用
ください。なお、フック・チェーンは付いておりません。フック・チェーンは各自お
持ち込みでお願いたします。
※床面：コンクリート

※上記基本構成以外のオプション備品はオプション備品一覧をご覧ください。
※ブースの基本構成は、事務局が施工いたします。

隣のブースと隣接していない （= 通路に面して
いる） 側面パネルは、撤去することが可能です。
希望される場合は、出展者専用システムにてお知
らせください。（4月14日（金）締切）

側面パネル

ネームプレート

白地に黒文字で、ブース番号、和文名、英文名が
入ります。ロゴマーク等の追加をご希望の場合は、
有料（税込2,160円）にて承ります。
出展者専用システムにてお申込みください。
（4月14日（金）締切）

前回までと異なり、
床面はコンクリートです
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◆オプション（一般展示用） - 1

床面パンチカーペット

一般展示エリアの床面は、コンクリート素材になります。オプションにて、パンチカーペット施工を承り
ます。希望されるご出展者は、出展者専用システムよりお申込み下さい。

料金： パンチカーペット（1小間分）※Ｗ2,700㎜×Ｄ1,800㎜ 10,800円（税込）

カーペット

①黒 ②グレー ③青 ④緑

⑤黄 ⑥橙 ⑦赤 ⑧水色

電源

電源工事は、事務局にて調整手配いたします。一般展示のみ、１ブース当たり500Ｗを供給可能
として、基本工事を行います（単相100V50ヘルツ、２口コンセント１個付き） 。
電力トラブルを防ぐため、使用予定電力量を出展者専用システムよりお知らせください。
申込容量以上の電力を消費された場合は、ショートなどの危険がありますので、電気容量は
若干の余裕を持ってご記入ください。
なお、500Wを越える電力が必要な場合は、別途有料にて承ります。同様に出展者専用システムに
ご入力の上、お申込みください。

料金： 500W（単相100V50ヘルツ、２口コンセント１個付き） あたり 8,640円（税込）

※500W単位となります。

【注意事項】
・こちらでご用意するコンセントの形状は、通常のＡタイプです
これ以外の形状が必要な場合は、変換コネクタをご持参ください。

・三相や200Vの電力が必要な場合は、別途ご相談ください。お見積り致します。

送電開始時間： 2017年5月19日（金）15：00～

※お申し込みは出展者専用システムにて （4月14日（金）締切）
https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/
連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」
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イーゼル

※パネルは含まれません。
幅50㎝×高さ118㎝×奥行51㎝
￥7,020-（税込）

アームライト

※電源及びはさむもの（パネル等）が必要です。
￥3,240-（税込）

カタログスタンド（卓上）

※幅23㎝×高さ34㎝×奥行18㎝（A4タテ対応）
￥3,240-（税込）

カタログスタンド（床置き）

※幅25㎝（足部45㎝）×高さ163.5㎝×奥行57.5㎝
（A4タテ対応）
￥6,480-（税込）

パネルスタンド １

幅41.6㎝×高さ107-182㎝×奥行45㎝
※パネルは含まれません。
￥8,640-（税込）

パネルスタンド ２

幅47.5×高さ112.5-177.3㎝×奥行45㎝
※パネルは含まれません。
￥7,560-（税込）

ＤＶＤ・モニターセット

※32インチモニターとDVDのセットです。
別途電源が必要です。
￥41,040-（税込）

32インチモニター

※モニターのみです。別途電源が必要です。
※D-sub15ピンのケーブルをご用意いたしますが、
ＨＤＭＩや他のケーブルが必要な場合は、
申込みフォームの連絡事項の欄にご記入ください。
￥27,000-（税込）

◆オプション（一般展示用） - 2

オプション備品リスト
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テーブル（追加分）

※1ブースにつき2台は常設です。
W180㎝×D60㎝×H70㎝
￥2,160-（税込）

スタッキングチェア（追加分）

※1ブースにつき2脚は常設です。
￥972-（税込）

カウンター

※スペース的に既存のテーブルとの差し替えが
必要になります。

幅150㎝×奥行き60㎝×高さ92.5㎝
￥17,280-（税込）

ハイカウンターテーブル

※直径60㎝×高さ100㎝（天板色：白）
￥6,480-（税込）

◆オプション（一般展示用） - 3

オプション備品リスト

※お申し込みは出展者専用システムにて （4月14日（金）締切）
https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/
連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」



◆オプション（一般展示用） - 4
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会場無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮサービスについて
・大会参加者の便宜のため無線ＬＡＮサービスを一般展示エリアにて無料提供する予定です。
・無線ＬＡＮの規格は、11a/11g/11nとなっております。
・無線ＬＡＮ接続に必要なSSIDとパスワードは会場内に掲示いたします。
・設定の変更、ウィルス対策、セキュリティ設定などは、ご利用者の自己責任でお願いいたします。
・無線ＬＡＮ回線容量や利用者数、個々のＰＣ環境設定・機能、場所により接続できないこともあります。
また、個別のＰＣ設定サービスは特に行っておりません。

・都合により予告なく無線ＬＡＮサービスを中断することがあります。あらかじめご了承ください。

インターネット回線
上記の無線ＬＡＮサービスは、常時専用でのご使用はできません。ご出展ブース専用の
インターネット環境をご利用希望の場合は、出展者専用システムにご入力の上、送信ください。

※インターネット回線（光回線） 設置料 ： 86,400円（税込）/1回線

※お申し込みは出展者専用システムにて （4月14日（金）締切）
https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/
連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」



◆搬入方法 - 1

搬入日時
前日および当日（初日） 、以下の時間で搬入・設営が可能です。
前日：5月19日（金） 15：00～18：00
初日：5月20日（土） 8：00～10：00

①宅配便をご利用の場合
・5月19日（金）15：00～18：00 または 5月20日（土）8：00～10：00 到着指定でお送りください。
・運送伝票は、下記見本の通りご記入ください。
また、伝票だけでなく、各パッケージにも荷物No./合計No.を記載してください。

・荷物は原則各ブースまで運ばれ、ブース内に置かれます。
出展者ご自身が立会い（受け取り）をされる場合、出展者専用システムの当該欄にチェックを入れ、
伝票にご担当者様のご連絡先（携帯電話番号等）を必ずご記入ください。
・19日（金）は設営の都合上、別の場所でお預かりする事もあります。
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【運送伝票見本】

〈宛先欄〉
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬２－１
幕張メッセ 国際展示場７ホール
JpGU-AGU Joint Meeting 2017 一般展示
ブースNo.○○ 出展団体名 様宛て

ＴＥＬ：043-296-0506

〈品名欄〉
品 名：一般展示 ブースNo. ○○
団体名：出展団体名（正確にご記入ください）
荷物No./合計個数
※例：No.1/合計10個

※注意点
・伝票番号等の控えをお持ちになり、未着・紛失等は出展者様ご自身でご対応ください。
・設営のための作業は、自ブース内で行い、通路や他のスペースを塞ぐことのないようにしてください。
また、重量物の持込みの場合等は、必要に応じて養生した上で設置等を行ってください。

※ 海外から出展物等を送付する場合
下記の会社の利用を推奨いたします。
場合によっては通関手続きに時間を要しますので、お早めにご依頼ください。

問合せ先： 株式会社カーゴライブジャパン
〒261–0023 千葉市美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル16F
Tel：043–298–4741 Fax：043–298–4740
E-mail: info@cargolive.jp （担当：松手） ※メール件名を「JpGU-AGU2017」としてください。

もし、出展者ご自身で別の会社に依頼される場合は、指定された搬入期間に届くよう手配し、直接お受け取り
いただくようお願いします。もし搬入期間前に届いた場合、事務局も会場もお受取り、およびお預かりは
できません。また、通関手続きに関しても、代理で対応はできかねますのでご留意ください。

各搬入方法に応じて、下記記載の点にご協力ください。
いずれの場合も出展者専用システムにて搬入方法を５月１７日（水）までにお知らせください。

https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/ ※搬入方法申請は4月上旬より受付開始予定です

連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」

※こちらは、会場の電話番号になります。
立会いを希望される場合、ご担当者様の
携帯電話番号をご記入ください。



②車両で搬入される場合
・5月19日（金）15：00～18：00 または 5月20日（土）8：00～10：00の時間内で搬入してください。
・東２ゲート（下図参照）にて、会場（幕張メッセ）が発行する「搬入出車両証」をご提示ください。
（赤帽など運送業者に依頼される場合は、あらかじめ「搬入出車両証」を渡しておいてください。）

◆搬入方法 - 2
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出展者証
・会場に入場される際、一人一枚必ず身に付けてください。
・5月8日（月）までに、お名前を申請してください。
また、上限枚数以上にご利用の場合は、別途料金にて発行いたします。
出展者専用システムにて申請してください。（4月上旬より受付開始予定）

・セッションでの発表をされる場合は、有料の大会参加にてお申込みください。

※出展者証発行方法
5月8日以降、出展者システム上にてバーコードの記載pdfが発行できます。
印刷し、当日会場受付にて出展者証を発行してください。

会場搬入経路
東２ゲートより、「搬入出車両証」をご提示の上、ご入場下さい。
展示ホール内への車両乗り入れは、原則できません。搬入出口から台車等で搬入ください。

南2ｹﾞｰﾄ

南1ｹﾞｰﾄ

国際展示場

国際会議場 幕張ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

展示ホール3 展示ホール2 展示ホール1展示ホール6 展示ホール5 展示ホール4展示ホール8 展示ホール7

東1ｹﾞｰﾄ

正面ロータリー

荷物用
ｴﾚﾍﾞｰ ﾀｰ

屋外展示場

南広場Ｃ
南広場Ｂ

南広場Ａ

ＺＯＺＯマリンスタジアム幕張海浜公園

至ＪＲ海浜幕張駅

幕
張
メ
ッ
セ
駐
車
場

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張

ホテル
ニューオータニ

幕張

東2
ゲート

北
ゲート

搬入終了後

※搬入出車両証
車両で搬入される場合（出展者自身、運送業者ともに）、ゲートにて搬入出車両証の提示が
必要になります。 搬入出車両証は郵送しますので、車両で搬入されるご出展者は、事務局に
必要数をご連絡ください。
ご連絡先： (株) 幕張メッセ 担当（中野、渡邉）

E-mail： exhibition@jpgu.org または jpgu@m-messe.co.jp TEL： 043-296-0506



搬出日時
搬出日時： 会期最終日 5月25日（木） 14：00～17：00 （軽作業）

17：00～19：00 （重機等）
※17：00まで同会場でポスターセッションを開催中です。音の出る作業や通路をふさぐ作業

など、セッション開催の妨げになるような作業はお控えください。なお、特別装飾される
ブースの搬出は17時以降にお願いする場合があります。個別にご連絡させて頂きます。

◆搬出方法
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②各自手配される場合
・その他の宅配便等をご利用の場合は、各団体にて責任を持ってお手続きいただけますよう、
お願いたします。

・その場合も、17：00までに撤去の上、宅配便の集荷も17：00までに完了するようお願いたします。
・自社及び赤帽等の運送会社が搬出される場合は、搬入時同様、東２ゲートにて「搬入出車両証」を
ご提示の上、入場ください。

その他のお願い
・搬入搬出を通じ、主催者として保安に努めますが、盗難、紛失などに対する責任は負いかねますので、
出展物等の管理には十分にご注意願います。

・最終日5月25日（木）は17：00までポスターコアタイムです。人の移動がありますので、危険の無いよう
ご注意ください。

①幕張メッセ指定の宅配便をご利用の場合
・幕張メッセ指定の宅配便（ヤマト運輸・着払い）が
ご利用いただけます。

・ご利用の場合、出荷伝票に必要事項をご記入の
上、5月25日（木）16：00までに、指定の集荷場所
（右図参照）に配送物をお持ちくださいますよう、
お願いたします。

・出荷伝票は、会期中7ホール主催者室前に
置いておきますので、ご自由にお取りください。
または搬出時、集荷場所にてヤマト運輸より
お受取りください。

※例年、記載漏れや複写が出来ていないなどの
トラブルで出荷できない場合がございます。
ご確認の上、荷物ごとに伝票をご用意ください。

※荷物の到着は翌々日以降になる予定です。
翌日到着指定はできませんのでご了承ください。

集荷場所

主
催
者
室



◆注意事項 - 1
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・ 主催者は管理者として会場全般の管理にあたりますが、出展ブース内および出展物等
出展者の荷物に関しては基本的に出展者が自主管理するものとし、万一、展示物等の損害、
滅失、盗難などの被害が発生しましても、主催者は責任を負いかねますのでご了承ください。
また、展示物等の管理用保管スペースは設けておりません。
ご出展者は、必要に応じて各自保険の手配をお願いいたします。

・ 主催者は、天災その他の不可抗力により、開催期間の変更・中止をすることがあります。
それにより生じた出展者および関係者の損害について主催者は補償致しかねますので
ご了承ください。

・ 出展場所について、出展者が主催者の許可なくブースの全部、または一部を他者に譲渡、
交換することは禁止します。

１．全般

２．設営・施工

・ 会場の床面、壁面等への直接工作（テープ貼り、釘打ち、削り、取り付け等）は一切禁止します。
また、搬入・搬出時を含めて、会場に破損・汚損をきたすことのないようお願いします。

・ 天井構造は禁止とします。また、展示品、および装飾物の高さは、2.5ｍ以下とします。
やむをえず越える場合は、あらかじめ事務局にご相談ください。

・ ホールインアンカーを使用する場合は、事前にご相談ください。
使用アンカーの本数に応じて床面復旧協力費がかかります。
なお、埋め込み長さ80㎜以下のホールインアンカーの使用
のみ可能です。ただし、ピット蓋への使用は禁止です。

・ 重量物の展示がある場合はご相談ください。
床の耐荷重は最大５ｔ/㎡（但し、ピット部分は要相談）です。

ご出展に関しては、以下の注意事項をご覧頂き、遵守して頂きますようお願いします。

・ 定められた搬入出日時、展示日時を守ってください。やむを得ず変更が必要な場合は
事務局にご相談ください。

・ ブース装飾に使用する合板、敷物、カーテン等は防炎性能を有するものを使用してください。
また、防炎物品にはそれぞれに消防法施行規則に定める防炎表示を付けてください。

ピット（電気、水道等設備）

・展示内容が 本大会の開催趣旨にそぐわない場合は、出展をお断りすることがあります。



◆注意事項 - 2
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・ 会場の管理運営に支障を生ずる騒音・振動・臭気・煙等を発する工事・展示は禁止します。

・ ブース内のＡＶ機器等の音量や展示機器が発生する音量は、他の出展者や参加者に迷惑の
かからないよう調節してください。当日苦情があった場合には、使用を中止して頂くことがあります。
※過度の音量は、他のご出展者のみならず、緊急時の一斉放送や学会運営の支障になります

ので、ご協力をお願いします。

・ 搬入・本番・搬出をとおして生じた廃材、梱包資材、ゴミなどは、各出展者の責任において
必ずお持ち帰りください。終了後、会場内に放置した出展者には、その処理費をご請求させて
頂くことになります。

・ 出展ブースをはみ出して、また出展ブース以外でPR活動等を行うこと、出展者の設備や物品を
置くことは禁止です。

・ 空き箱や梱包材、補充用商品などの保管場所は設けておりませんので、いったんお持ち帰り頂く
か、ブース内の机下などをご利用ください。

３．会期中

・出展ブースの施工や装飾に関して、何らかの問題や危険がみとめられた場合は、主催者および
会場から変更をお願いすることがありますのでご対応ください。

・ 出展者のブース運営が、学会の運営上何らかの支障や危険があるとみとめられた場合は、
主催者および会場から変更をお願いすることがありますのでご対応ください。

・ 展示ホール7に、出展者控室（Study Room 2）および商談スペースを設ける予定ですので、
ご利用ください。（なおご利用にあたり、ご予約は承っておりません。）

一般展示エリア ポスター発表会場
出展者控室
（Study Room2)

商談スペース

・ 火災予防条例により、館内では喫煙、裸火（発熱部が露出した器具も含む）の使用、
危険物の持ち込みおよび使用は禁止されています。
（危険物：プロパンガス、高圧ガス、ガソリン、灯油、石油類、火薬等）
但し、展示物の実演等でやむを得ず持込みが必要な場合は、一定の条件のもと消防署の許可を
得て可能になる場合がありますので、事前にご相談ください。



スタンプラリー
来場者は、参加ブースを回って、スタンプカードにスタンプを集めます。一定数集めた方には、参加
出展者様よりご提供いただいた景品をプレゼントします。来場者のブースへの牽引力が期待できます。
前回ご好評いただいた企画です。是非ご参加ください。

申込締切： ３月３１日（金） ※参加可能数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。
申込方法： 出展者専用システムにてお申込みください
参加料金： 無料（景品20個程度とスタンプをご用意ください）

◆各種広報関係 – 1
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ご出展者様に、大会での各種広報のご利用を準備しております。奮ってご参加ください。

メールニュース
連合会員の皆さまへ、2017年大会ではどのような出展者がいるのか、どんな展示内容かをご紹介
します。予定している展示内容などをアピールしてください。大会まで２回に分けて発信予定です。

原稿締切： ４月１４日（金）（最終締切・受付順に掲載）
申込方法： 出展者専用システムにて直接原稿をご入力ください
原稿仕様： １行３４文字（空白も含む）×５行以内。日本語版、英語版それぞれご用意ください。

※いずれか一方でも可能です。
掲載料 ： 無料

大会トップページロゴ
大会トップページにロゴマークを掲載して、ご出展者様のご紹介をいたします。
※ランダム表示になります。

原稿締切： ４月２８日（金）（最終締切。受付順に掲載。）
送付方法： 出展者専用システムにてお申込みの上、メール添付にてお送りください。

※件名を【トップページロゴ】とし、ブース番号も添えてください。
送 付 先 ： exhibition@jpgu.org
原稿仕様： 縦50ピクセル×横170ピクセル（gif、jpg又はpngファイル）

※サイズが異なりますと掲載できませんのでご注意ください。
掲載料 ： 無料

各広告は出展者専用オンラインシステムよりお申込みください。
連合大会WEBサイト⇒上部「出展者の方へ」⇒ボタン「出展者様ログイン」

https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/

アプリ広告バナー
毎年ご好評いただいております、連合大会専用アプリ（iPhone・Android対応）を2017年もご用意します。
セッションや発表情報の閲覧はもちろん、お気に入りやタイムスケジュールなどでスケジュール管理も
でき、大会開催前、開催期間中、大会後も、連合大会の情報をチェックすることができる、今や
連合大会には欠かせないアプリです。
トップページ下の部分にバナーを掲載いたします。バナー画像をタップすると、ご指定のURLへ
ジャンプすることが可能です。バナー画像は5秒間隔で切り替わります。



◆各種広報関係 – 2
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ご出展者様に、大会での各種広報のご利用を準備しております。奮ってご参加ください。

原稿締切： ３月１７日（金）
送付方法： 出展者専用システムにてお申込みの上、

メール添付にてお送りください。
※件名を【アプリバナー】とし、ブース番号も添えてください。

送 付 先 ： exhibition@jpgu.org
原稿仕様： 縦210ピクセル×横1536ピクセル（pngまたはepsファイル）

※リンク先のURL（１箇所）を忘れずにご指定ください。
料 金： ¥30,000（税込¥32,400）

アプリ利用実績状況

大会Program Book広告
大会Program Bookへの広告掲載（Ａ４冊子7,000部発行予定）
2017年連合大会では、新聞形式の日ごとプログラムの他に、参加登録者全員に総合案内、
全体スケジュール、著者索引等をまとめた英語版Program Bookを会場で配布いたします。
通常の参加者の方全員が自由に手に取ることができるので、最大のリーチが見込める媒体です。
※2017年大会のProgram Bookは英語版のみとなります。日本語版は作成いたしません。

発行部数：7,000部予定
原稿締切：３月１７日（金）
申込方法：出展者専用システムにてお申込みの上、メールにて原稿情報と共にお送りください。

※表2～4は1団体様のみお申込み頂けますので、先着順とさせて頂くことがあります。
送付方法：メール添付または、データ転送サイトでの送付（ギガファイル便、データ便など）

※件名を【プログラムブック広告】とし、ブース番号も添えてください。
送 付 先 ：exhibition@jpgu.org
原稿仕様： eps, psd, ai等ファイル

料 金：
掲載場所 1ページ 1/2ページ ¼ページ

サイズ 横180㎜×縦250㎜ 横180㎜×縦120㎜ 横85㎜×縦120㎜

通常 ¥150,000（税込¥162,000） ¥75,000（税込¥81,000） ¥40,000（税込¥43,200）

2016年大会アプリ
ダウンロード数

iOS版：1,459
Android版：827
合計：2,286

掲載場所 表2（表紙の裏・モノクロ) 表3（裏表紙の裏・モノクロ） 表4（裏表紙・フルカラー) 

サイズ 横180㎜×縦250㎜ 横180㎜×縦250㎜ 横180㎜×縦250㎜

通常 ¥180,000(税込¥194,400) ¥180,000(税込¥194,400) ¥250,000(税込¥270,000)

JGL5月号広告
日本地球惑星科学連合ニュースレター誌（JGL;Japan Geoscience Letters）は、日本地球惑星科学
連合や地球惑星科学分野に関する最新の情報や話題を提供することを目的として、日本地球惑星
科学連合に会員登録をされた方（希望者）に送付しております。
5月号にはセッション一覧や大会情報が掲載され、大会プログラムを兼ねるため、通常の送付に加え
会場にも配置（希望者配布）いたしますので、会期中ならびに会期前後にも訴求力があります。

発行部数： 32,000部（予定）
原稿締切： 3月１７日（金） ※紙面に限りがございますので、先着順とさせていただく場合がございます。



◆各種広報関係 - 3
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申込方法： 出展者専用システムにてお申込みください。
送付方法： メール添付または、データ転送サイトでの送付（ギガファイル便、データ便など）

※件名は、【JGL広告】とし、ブース番号も添えてください。
送 付 先 ： exhibition@jpgu.org
原稿仕様： eps, psd, ai等ファイル

料 金：

バーコードスキャナー
参加者の皆様が身につけている参加証にバーコードが記載されています。そのバーコードを
スキャンできるスキャナーを貸し出しいたします。ブースへ来場された方に、同意を得てスキャンして
いただくと、後日その方のデータをお送りいたします。

申込締切： 3月１７日（金）※機材に限りがございますので、先着順とさせていただく場合がございます。
申込方法： 出展者専用システムにてお申込みください。
料 金： ￥15,000（税込￥16,200）/ハンディスキャナー1台
納品ﾃﾞｰﾀ： 氏名、所属、メールアドレス、スキャンした日時
※パブリックセッション参加者、当日参加者、高校生等のデータは含まれませんのでご了承ください。

種類 料金 サイズ（天地mm × 左右 mm）

1ページ ¥278,000（税込¥300,000） 235㎜ × 170㎜

1/2ページ ¥139,000（税込¥150,000） 110㎜ × 170㎜

1/3ページ ¥92,600（税込¥100,000） 縦1/3P 235㎜×52㎜ または横1/3P 75㎜×170㎜

1/6ページ ¥46,300（税込¥50,000） 縦1/6P 110㎜×52㎜ または横1/6P 75㎜×80㎜

紙コップ広告
会場では、参加者の皆様にコーヒー、ウォーターサーバーのサービスを提供いたします。
ロゴ等広告の入った紙コップをご提供いただき、そこで使用いたします。

申込締切： 3月１７日（金）
申込方法： 出展者専用システムにてお申込みください。
料 金： 一口2,000個につき ￥20,000（税込￥21,600） ※紙コップ代、印刷費は含まれません。
募集数 ： 3口（3日分) ※5/23～25の内、ご希望の日をご連絡ください。先着順となります。
ご用意いただくもの： 印刷済みの紙コップ 2,000個

デジタルサイネージ
会場受付付近（国際会議場1F）に大型のデジタルサイネージを設置し、大会からのお知らせ等を
表示いたします。あわせて出展者様からのお知らせも表示させていただきます。

原稿締切 ： ５月８日（月）
送付方法 ： 出展者専用システムにてお申込みの上、メール添付にてお送りください。

※件名を【デジタルサイネージ】とし、ブース番号も添えてください。
送付先 ： exhibition@jpgu.org
データ仕様： フォーマット:PDFファイル

※ディスプレイは16：9の横置きですので、データもそれに合わせて作成してください。
表示 ： 1団体10秒～15秒程度

※ブース申込数、合同出展に限らず、1団体1ファイルとさせていただきます。
掲載料 ： 無料（2017年は特別に無料にてご提供いたします。）
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●出展取消
原則として、申込受理後はお受けできません。やむを得ぬ場合は書面にて事務局まで
お申し出ください。
承認後下記キャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

3月31日（金）まで・・・・・出展料の50％
4月１日（土）以降・・・・・全額

●出展料、広告料について
日本地球惑星科学連合よりご請求いたします。
ご請求書は、出展者専用システムより発行をお願いします。（3月下旬より開始予定）
ご請求書をご確認の上、請求書発行日より1か月以内に銀行振り込みもしくはクレジット決済にて
お支払いください。
ご都合の悪い場合や、校費払いなど特別な手続きや書式をご希望される場合は、
事務局までお知らせください。対応いたします。（既にご連絡済の場合は必要ありません。）

オンラインシステム（下記）よりログインし、決済へお進みください。（3月下旬より開始予定）

https://www.member-jpgu.org/exhibition-booth/login/
クレジットカード決済か銀行振込をお選びください。

・銀行口座
三井住友銀行 小石川支店
普通預金3761271 公益社団法人日本地球惑星科学連合

コウエキシャダンホウジンニホンチキュウワクセイカガクレンゴウ

※振込手数料は出展者にてご負担願います。

●オプション品について
（オプションレンタル料、電源・インターネット回線工事費 ネームプレート画像追加料）

株式会社幕張メッセよりご請求いたします。
お支払方法等については、直接幕張メッセ担当者よりご連絡差し上げます。
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大会（年） 2016 2015 2014 2013 2012

セッション数合計
(カッコ内は国際セッション) 194(63) 189(55) 193 (43) 180(42) 174(42)

発表数合計 4515 4037 3806 3980 3876

口頭発表 2435 2545 2428 3226 1975

ポスター発表 2080 1492 1378 1754 1901

参加者数 7240
34の国と地域から

6689 7046 6824 7318

セクション別開催セッション数

宇宙惑星科学 21 (10) ユニオン 6 ( 2)  

大気水圏科学 24 (10) パブリック 6 ( 0)

地球人間圏科学 28 (11) 教育・アウトリーチ 4 ( 1)

固体地球科学 63 (21) 領域外・複数領域 34 ( 5)

地球生命科学 8 ( 3)

出展者数 (ブース数)

一般展示: 68
大学パネル: 10
書籍・関連商品： 26
パンフレットスタンド: 5
学協会デスク: 11

日本地球惑星科学連合 2016年大会

開催日程 2016年5月 22 （日) - 26 (木)

開催場所
幕張メッセ（千葉県） 国際会議場、 国際展示場ホール6
東京ベイ幕張ホール
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