令和3年度 公益社団法人砂防学会
研究発表会「オンライン大会」のご協賛のお願い

謹啓

時下、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素より砂防学会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、令和 3 年度

公益社団法人砂防学会研究発表会「オンライン大会」を令和 3 年 5 月 19 日

（水）から 21 日（金）の日程で、オンラインにて開催する運びとなりました。

本大会では、協賛広告を掲載したプログラム抄録集を作成いたします。また、オンライン会場で
は砂防・治水関係の新技術や新工法、機器、情報システム等の展示会を開催し、大会参加者及び関係
者に広くご案内したいと考えています。
本大会は全国から多数の砂防関係者が参加するまたとない機会となります。本大会の参加者をは
じめ砂防に関係するすべての皆様にとって有意義な大会になるよう、現在、関係者一同鋭意準備を
進めております。
つきましては、本大会を開催するにあたり、プログラム抄録集広告掲載・会場スクリーンへの広
告掲載、HP バナー広告、企業展示を募集いたします。どうぞ、大会の趣旨にご理解とご賛同をいた
だき、諸事ご多端の折、甚だ恐縮ではございますが格別のご高配を賜りますようお願い申し上げま
す。

末筆となりましたが、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。
謹白

令和 3 年 4 月 1 日
公益社団法人砂防学会
令和 3 年度

会長

公益社団法人砂防学会研究発表会「オンライン大会」実行委員会
委員長

藤田

（京都大学
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正治
教授）

開催概要
１． 大会名称
令和 3 年度 公益社団法人砂防学会研究発表会「オンライン大会」
２． 会期
令和 3 年 5 月 19 日（水）～21 日（金）
３． 開催方法
オンライン（Zoom・LINC Biz）にて開催
４． 大会参加者
国・都道府県・市町村、大学・研究機関、建設コンサルタント、建設業等の防災関係者
約 1,500 名 予定
５． プログラム：（予定）
企画セッション、特別講演、一般演題（口頭）、ポスターセッション、
企業展示、行政展示、現地見学会、市民公開講座、その他
６． 主催機関等の名称および実行委員会
主 催：公益社団法人砂防学会
委員長：藤田正治 （京都大学 教授）
委 員：井良沢道也（岩手大学 教授）
委 員：内田太郎 （筑波大学 准教授）
委 員：大野宏之 （一般社団法人全国治水砂防協会 理事長）
委 員：小川紀一朗（アジア航測代表取締役社長）
委 員：海堀正博 （広島大学 教授）
委 員：小杉賢一朗（京都大学 教授）
委 員：五味高志 （東京農工大学 教授）
委 員：権田豊
（新潟大学 教授）
委 員：白木克繁 （東京農工大学 准教授）
委 員：地頭薗隆 （鹿児島大学 教授）
委 員：西山幸治 （一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 理事）
委 員：山田孝
（北海道大学 教授）
大会事務局：公益社団法人砂防学会 事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2 丁目 7-4 砂防会館別館 3F
TEL 03-3222-0747 Fax 03-3230-6759
７． 大会ホームページ
https://jsece.or.jp/meeting/2021online/
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【１．プログラム抄録集広告掲載・会場スクリーンへの広告掲載のお願い】
（募集要項）

１． 発刊日
令和3年5月19日（水）
２． 募集区分
プログラム抄録集広告掲載・会場スクリーンへの広告掲載
３． 配布対象
当日参加者、関係者、他 （ＷＥＢ配信）
４． 版型
プログラム抄録集：Ａ４版タテ
会場スクリーン：パワーポイント（4：3）
５． 原稿
原稿は出力見本と合わせ、プログラム抄録集のデータ（ai.psd.pdf）会場スクリーンのデータ
（pptx.ppt）をE-mail又はCDに保存の上、次項までご送付ください。
原稿締切：令和3年4月30日（金）必着
※ 印刷工程に適したサイズへ微調整させて頂くこともあります。

６． 掲載料金
￥50,000-（税込）
※賛助会員の企業は￥30,000-（税込）に割引します。
［申込時点で賛助会員の申請済であれば適用されます］
賛助会員についてはこちら→https://jsece.or.jp/members/join/
※ページ割につきましては、事務局に御一任くださいますようお願い申し上げます。

７． 申込方法
別紙「広告掲載申込書」に必要事項を記入し、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
申込締切：令和3年4月16日（金）
８． お問合せ先
申込書・原稿送付先
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 3F
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/杉浦
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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９． 支払い方法
（１） 申込書受領後、事務局より請求書をお送りしますので、下記の銀行口座にお振込みをお
願い致します。
（２） 原則として領収書は各金融機関の「振込金受取書」等をもって代えさせていただきます。
（３） 振込手数料は申込み各位にてご負担いただきますようお願い申しあげます。
※ 別途領収書を希望される場合は「振込事務/担当」までE-mailでお問合せください。
１０． お振込先
《銀行名》 みずほ銀行 《支店名》
《口座番号》普通 3038419
《名義人》 公益社団法人砂防学会

麹町支店

《店番》

021

シャ）サボウガッカイ

１１． お支払期限
令和 3 年 5 月 14 日（金）
１２． 広告掲載の取り消し・解約
申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由で広告掲載の取
り消しされる場合、事務局へE-mailなど文書でご連絡下さい。また、お支払済の広告掲載料は返
金できませんので、予めご了承下さい。
１３． 変更・中止
主催者は不可抗力、またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、又は、開催
を中止する場合があります。中止の場合、広告掲載料は返金いたします。なお、それまでに要し
た費用は各社のご負担となりますのでご了承ください。
１４． 振込事務についてのお問合せ先
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/大久保・若原
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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１５． 広告原稿形式
（１）プログラム抄録集：Ａ４版タテ
A4 版用紙の中央にタテ 27cm×ヨコ 18cm 以内で作成お願いします。
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（２）会場スクリーン：パワーポイント（4：3）
パワーポイントのスライドは標準（4：3）
、背景は白として作成お願いします（図１）。
動画の掲載は不可とさせていただきます。
パワーポイントは、図２に示す研究発表会の全体構成イメージのうち、網掛けしたメイン
会場にて、
「事務局からの案内」→「企業のパワーポイント１社目」→「事務局からの案
内」→「企業のパワーポイント２社目」→・・と、数秒程度で自動で切り替え、映像を流し
続けます。
なお、掲示期間は、令和 3 年 5 月 20 日（木）～ 21 日（金）の 2 日間となります。

図１

LINC Biz会場
参
加
者

パワーポイントの作成イメージ

Zoom会場
メイン会場

ログイン

口頭発表 第１会場
口頭発表 第２会場
口頭発表 第３会場
口頭発表 第４会場

ポスターセッション会場

口頭発表 第５会場
企業展示会場１ 〇〇株式会社
企業展示会場２ 株式会社△△
企業展示会場３ ××株式会社

図２

パワーポイントの広告掲載場所のイメージ
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【２.ホームページバナー広告のお願い】
（募集要項）

１． 申込条件
プログラム抄録集広告掲載をお申込頂いた企業・団体
２． 掲載先
公益社団法人砂防学会ホームページの「オンライン大会」案内ページ
３． 掲載期間
データ受領後より１週間程度〜会期終了まで
４． 広告掲載料
\10,000-（税込み）
５． 募集区分
ホームページバナー掲載
６． データサイズ
横234×縦60ピクセル
７． データ
バナーデータは、貴社にて作成願います。
広告データとバナー広告データをあわせてE-mail又はCDに保存の上、次項までご送付ください
（gif.jpeg.png）。
送付締切：令和3年4月30日（金）必着
※

掲載位置つきましては、事務局に御一任くださいますようお願い申し上げます。

８． 申込方法
別紙「広告掲載申込書」に必要事項を記入し、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
申込締切：令和3年4月16日（金）
９． お問合せ先
申込書・原稿送付先
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 3F
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/杉浦
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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１０． 支払い方法
（１） 申込書受領後、事務局より請求書をお送りしますので、下記の銀行口座に広告掲載費用
とあわせお振込みをお願い致します。
（２） 領収書は振込み各金融機関の「振込金受取書」等をもって代えさせていただきます。
（３） 振込手数料は申込み各位にてご負担いただきますようお願い申しあげます。
※ 別途領収書を希望される場合は「振込事務/担当」までE-mailでお問合せください。
１１． お振込先
《銀行名》 みずほ銀行 《支店名》
《口座番号》普通 3038419
《名義人》 公益社団法人砂防学会

麹町支店

《店番》

021

シャ）サボウガッカイ

１２． お支払期限
令和 3 年 5 月 14 日（金）
１３． 広告掲載の取り消し・解約
申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由で広告掲載の取
り消しされる場合、事務局へE-mailなど文書でご連絡下さい。また、お支払済の広告掲載料は返
金できませんので、予めご了承下さい。
１４． 振込事務についてのお問合せ先
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/大久保・若原
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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１５． ホームページバナー広告掲載イメージ

ロゴマーク掲載例
ここから指定先へリンクしま
す。
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【３．企業展示出展のお願い】
（募集要項）

１． 会期
令和 3 年 5 月 19 日（水）～ 21 日（金）3 日間
２． 展示場所
オンライン上の会議室（zoom）
３． 展示日程
令和 3 年 5 月 19 日（水）9:00～ 21 日（金）18:00（予定）
(展示期間は、この期間のうち任意に設定いただきます。但し、両日とも 18：30～翌朝 9：00 ま
でオンライン会議室（Zoom）は閉じさせていただきます。)
４． 出展料
会議室 1部屋 ￥100,000-（税込）
賛助会員の企業は￥50,000-（税込）に割引します。
［申込時点で賛助会員の申請済であれば適用されます］
賛助会員についてはこちら→https://jsece.or.jp/members/join/
５． 出展に際してのご留意事項
（１）出展物
会社説明資料、技術紹介資料など(出展内容が本学会の主旨にそぐわないと判断した場合に
は、出展をお断りする場合がありますので、何卒ご了承ください。)
（２）準備いただくもの
① インターネットに接続されたパソコンを準備ください（展示日程中は、常時接続をお願
いします）。
② zoomへの接続アプリケーション。
③ パワーポイント等のアプリケーション。
（３）会場・会期・会場時間の変更
やむを得ない事情により、会場、会期及び会場時間を変更する場合があります。
この変更を理由として出展申込みを取り消すことはできません。また、これによって生じた
損害は補償いたしません。
６． 申込方法
別紙「企業展示出展申込書」に必要事項を記入し、FAXまたはE-mailにてお申込みください。
申込締切：令和3年4月16日（金）
７． お問合せ先
〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館3F
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/杉浦
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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８． 支払い方法
（１） 申込書受領後、事務局より請求書をお送りしますので、下記の銀行口座へお振込みをお
願い致します。
（２） 原則として領収書は振込み各金融機関の「振込金受取書」等をもって代えさせていただき
ます。
（３） 振込手数料は申込み各位にてご負担いただきますようお願い申しあげます。
※別途領収書を希望される場合は「振込事務/担当」までE-mailでお問合せください。
９． お振込先
《銀行名》 みずほ銀行 《支店名》
《口座番号》普通 3038419
《名義人》 公益社団法人砂防学会

麹町支店

《店番》

021

シャ）サボウガッカイ

１０． お支払期限
令和 3 年 5 月 14 日（金）
１１． 広告掲載の取り消し・解約
申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由で広告掲載の取
り消しされる場合、事務局へE-mailなど文書でご連絡下さい。また、お支払済の広告掲載料は返
金できませんので、予めご了承下さい。
１２． 振込事務についてのお問い合わせ先
公益社団法人砂防学会 事務局：担当/大久保・若原
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
E-mail:sabo274@abox3.so-net.ne.jp
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１３． 企業展示イメージ
企業展示は、Zoomのブレイクアウトルーム（個室）で開催します。図１のイメージの網掛け箇
所の通り、口頭発表会場と同様の部屋を１企業あたり１会場割り当てます。この企業展示会場で
は画面共有が可能なので、パワーポイント・動画等を用いて説明いただけます。
参加者は「メイン会場・口頭発表会場・企業展示会場」に自由に出入りできます。
企業展示のコアタイムは設けておりませんので、研究発表会開催期間中に自由に活用いただく
ことが可能です。常時、説明される担当の方を配置いただいても構いませんし、一定時間のみ利
用される方法でも構いません。担当の方が不在の時間帯がある場合には、図２の様な画面を共有
して表示いただければと思います。

LINC Biz会場
参
加
者

Zoom会場
メイン会場

ログイン

口頭発表 第１会場
口頭発表 第２会場
口頭発表 第３会場
口頭発表 第４会場

ポスターセッション会場

口頭発表 第５会場
企業展示会場１ 〇〇株式会社
企業展示会場２ 株式会社△△
企業展示会場３ ××株式会社

図１

図２

会議室の構成イメージ

企業展示

不在時の静止画イメージ
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FAX:03-3230-6759

広告申込締切日：令和 3 年 4 月 16 日（金）迄
※FAX 送付状（鑑）は不要です。
【申込み先】公益社団法人砂防学会 事務局：担当/杉浦
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 3F
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
E-mail: sabo274@abox3.so-net.ne.jp

令和 3 年度 公益社団法人砂防学会研究発表会「オンライン大会」
【プログラム抄録集広告掲載・会場スクリーンへの広告掲載申込書】
令和

貴社名・団体名

月

日

フリカナ

〒

住所
所属部署
氏名

担当者

年

役職
フリカナ

TEL

FAX

E-mail
※ ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本学会の連絡のご案内以外には使用いたしません。

下記のとおりプログラム抄録集広告掲載・会場スクリーンへの広告掲載申込書を申込みます。

区分
一般
賛助会員

掲載料（税込）
￥50,000￥30,000-

版下の送付
①データ種類
版下送付予定日
請求書
備考

要

□

メール□ / 宅配（USB□・CD-R□・清刷□）/
持込（USB□・CD-R□・清刷□）
ai □
/
psd □
/
令和
年
月 日（
）
※版下送付締切 令和3年4月30日（金）必着
/ 不要 □
お振込予定日
年
月

pdf □

日（

）

予定

※その他、ご希望・質問などございましたらご記入ください。（データ作成など）

下記のとおりバナー広告掲載を申込みます。
区分
サイズ
①バナー広告
バナーリンク先
データ種類
データ送付予定日
請求書
備考

チェック
□
□

※チェック欄に☑をお願いします。
表示位置
掲載料（税
枠
チェック
込）
大会ページ
￥10,000− １枠
□

横234×縦60ピクセル
URL :
gif □
/
jpeg □
/
png □
令和 年 月
日（
）※データ送付締切令和3年4月30日（金）必着
要 □ / 不要 □ お振込予定日
年
月
日（
）予定
※その他、ご希望・質問などございましたらご記入ください。（データ作成など）

※ お振込手数料は貴社にてご負担ください。※ 領収証は振込金受取書にてお願いします。

《銀行名》 みずほ銀行 《支店名》 麹町支店 《店番》 021
《口座番号》普通 3038419 《名義人》 公益社団法人砂防学会
シャ）サボウガッカイ
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FAX:03-3230-6759

展示申込締切日：令和 3 年 4 月 16 日（金）迄
【申込み先】公益社団法人砂防学会 事務局：担当/杉浦
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 3F
TEL 03-3222-0747 FAX 03-3230-6759
E-mail: sabo274@abox3.so-net.ne.jp

令和 3 年度

公益社団法人砂防学会研究発表会「オンライン大会」
【企業展示出展申込書】
令和

月

日

フリカナ

貴社名・団体名

〒

住所
所属部署
担当者

年

役職
フリカナ

氏名
TEL
E-mail

FAX

※ ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本学会の連絡のご案内以外には使用いたしません。

下記のとおり企業展示を申込みます。
区分
一般
賛助会員
請求書

サイズ

出展料
（税込）
￥100,000−
￥50,000−

1部屋
1部屋
要

出展料合計金額（税込）
□ / 不要 □ お振込予定日

年

申込数

小計
（出展料×申込数）

部屋
部屋
月

日（

）予定

※その他、ご希望・質問などございましたらご記入ください。

備考

※ お申込書受領後、出展料の請求書を発行いたします。振込手数料は貴社にてご負担ください。
※ 領収証は振込金受取書にてお願いします。

《銀行名》 みずほ銀行 《支店名》
《口座番号》普通 3038419
《名義人》 公益社団法人砂防学会

麹町支店

シャ）サボウガッカイ
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《店番》

021

