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◆JpGU-AGU Joint Meeting 2017 概要
開催概要
名
会
会
主

称
期
場
催

：JpGU-AGU Joint Meeting 2017
：2017年5月20日（土）～5月25日（木） 6日間
：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
：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 （パンフレット展示）
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 国際会議場1階ロビー

会期中スケジュール
5月19日（金）

前日

15：00～18：00

搬入

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日目
～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

展示
搬出・撤去

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

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

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）

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）

出展要綱（本資料） HPに公開

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7-9ページをご確認ください。
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◆展示企画概要 - 2
お問合せ先
【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
【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

会場全体図
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◆展示企画概要 - 3
ブース配置図

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）
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◆ブース仕様
パンフレット展示
費用： 10,800円

ブース基本仕様
床置きパンフレットスタンド（幅25㎝×奥行57.5㎝×高さ163.5㎝） A4タテ対応
出展料に含まれるもの

社名表示
設置、撤去作業費 （事務局が行います。）

お渡しする出展者証

出展者証の用意はありません。

その他

パンフレットのみ展示頂けます。
電源等のオプションはありません。
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◆出展方法
搬入方法
設置されるパンフレットは、前日（5月19日）着指定にて、会場に直接お送りください。
事務局担当が、所定のパンフレットスタンドへ設置いたします。
【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 国際会議場 1階
JpGU-AGU Joint Meeting 2017
パンフレット展示
ＴＥＬ：043-296-0506

〈品名欄〉
品名： パンフレット展示
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

※発送後、万一に備えお手元に伝票控えを残しておいてください。

展示内容
・A4タテ対応のパンフレットスタンドに設置できるもの（冊子、チラシ等）のみ可能です。
それ以外のもの（パネル類、モニター、模型・見本等）は展示できません。電源もございません。
・基本的に、参加者が自由に持ち帰りできるもののみ可能です。
・会期中、一定時間で係員が点検し、残部が僅少になりましたら補充致します。
・人が付いてパンフレットを配布することはご遠慮ください。

終了後
パンフレットが余った場合、返却はいたしませんのでご了承ください。
（事務局で処分させて頂きます。）

注意事項
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。
・ 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。
・ 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。
・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。
・ 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。
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◆各種広報関係 – 1
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。

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/

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

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。
原稿締切： ３月１７日（金）
アプリ利用実績状況
送付方法： 出展者専用システムにてお申込みの上、
2016年大会アプリ
メール添付にてお送りください。
ダウンロード数
※件名を【アプリバナー】としてください
iOS版：1,459
送 付 先 ： exhibition@jpgu.org
Android版：827
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）
合計：2,286
※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）
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◆各種広報関係 – 2
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。

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）
※件名は、【プログラムブック広告】としてください。
送 付 先 ：exhibition@jpgu.org
原稿仕様： eps, psd, ai等ファイル
料
金：
掲載場所
サイズ

1ページ

1/2ページ

¼ページ

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）

掲載場所

表2（表紙の裏・モノクロ)

サイズ
通常

表3（裏表紙の裏・モノクロ）

表4（裏表紙・フルカラー)

横180㎜×縦250㎜

横180㎜×縦250㎜

横180㎜×縦250㎜

¥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。
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】としてください。
送 付 先 ： exhibition@jpgu.org
原稿仕様： eps, psd, ai等ファイル
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◆各種広報関係 - 3
料

金：
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㎜

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。）

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
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◆お支払いについて
●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。
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。

●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
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◆２０１６年大会データ

開催日程
開催場所

日本地球惑星科学連合 2016年大会
2016年5月 22 （日) - 26 (木)
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

大会（年）
セッション数合計
(カッコ内は国際セッション)

2016
194(63)

セクション別開催セッション数
宇宙惑星科学
21 (10)
大気水圏科学
24 (10)
地球人間圏科学
28 (11)
固体地球科学
63 (21)
地球生命科学
8 ( 3)
発表数合計
口頭発表
ポスター発表
参加者数

4515
2435
2080
7240

2015

2014

2013

2012

189(55)

193 (43)

180(42)

174(42)

ユニオン
パブリック
教育・アウトリーチ
領域外・複数領域

34の国と地域から

6
6
4
34

(
(
(
(

2)
0)
1)
5)

4037

3806

3980

3876

2545

2428

3226

1975

1492

1378

1754

1901

6689

7046

6824

7318

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
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