
Materials Research Meeting 2020（MRM2020） 

organized by  

 

 

MRM2020企業展示・スポンサー・プログラム広告・ランチョンセミナー募集のご案内 

 

1． 展示会募集要項 

◆企業展示概要  

 

展示場所：パシフィコ横浜ノース 

出展料金：1小間 18 万円 （税別）  

 

＜対象テーマ＞ 

・ 基礎的な材料研究・開発とその製造加工・評価・計測技術の展示 

・ 電子材料、金属・セラミックス・高分子材料、有機材料、複合材料など各種先端材料の開発

研究に欠かせない機器 

・ 最先端材料とその技術開発に欠かせない新規材料とその関連する最新の技術情報 

 

＜展示ブース仕様＞ 

展示ブースの配置に関しては、調整させて頂きます。    

     



＜出展費用に含まれる内容＞ 

・ 展示台 1台（W1800 x D600 x H700） 

・ 電気供給（使用想定：ラップトップ PC 1台程度） 

・ サイド＆バックパネル*1 

・ 蛍光灯 1灯 

・ 社名板 1枚（統一フォーマット） 

・ 椅子 1脚 

 

追加オプション（別料金） 

電気供給（500W）*500W以上の電力供給をご希望の場合はご相談ください。 

 

＜会場配置図＞ 

展示会場内にはポスターセッション（全日程で約 700件のポスター発表）とドリンクコーナー

（談話室）を設けます。また、展示会場前のエントランホールにて国際会議 Registration desk

（約 2000人が参加予定）を配置いたします。 

※同日、同会場（別階）にて開催している日本MRS年次大会の参加者も来場可能です。 

 

・ 展示期間（予定） 

2020 年 12月  8 日（火） 10：00～20：00 

2020 年 12月  9 日（水） 10：00～17：30 

2020 年 12月 10 日（木） 10：00～19：00 

 

・ 搬入・設営日 

2020 年 12 月 7 日（月）16：00～18：00 及び、8日（火）9：00～10：00 

 

・ 撤収・搬出日 

2020 年 12月 10 日（木） 19：00～21：00 

 

＜出展特典＞  

出展をお申込みいただきました場合、以下の特典をご用意しています。  

・ MRM会議の聴講（1 名分） 

・ Meeting Booklet （1 部） 

・ MRM ホームページへのロゴ掲載、及び、御社ホームページへのリンク 

・ 日本MRS年次大会の聴講（1 名分） 

・ 日本MRS年次大会のガイドブック（1 部） 

 

 

お申込み締切日：2020年 10月 30日（金） 

  



2．スポンサー募集 

 会議全体をサポートするゴールドスポンサー、シルバースポンサー、ブロンズスポンサーがあ

ります。また、特定のシンポジウムをサポートするシンポジウムスポンサーをご用意しました。    

お申込み締切日：2020年 10月 30日（金） 

 

●スポンサー特典 　

1. MRM2020ウェブサイトの下記３箇所に御社ロゴ掲載と御社HPへのリンク

※①トップページと②スポンサーページに大サイズのロゴ、③紹介シンポジウムページ。

2. 会場内イベントパネルにおける御社ロゴ記載

3. Meeting Booklet 中における御社ロゴ掲載

4. Meeting Booklet 中に1ページ広告掲載（後付、4色カラー）

6. 展示出展する場合は１コマ費用の８０%を免除。出展に必要な料金：36,000円（税別）

7. 日本MRSの法人会員になる権利1年間分(2021年4月～2022年3月)

●スポンサー特典 　

1.  MRM2020ウェブサイトの下記３箇所に御社ロゴ掲載と御社HPへのリンク

※①トップページと②スポンサーページに中サイズのロゴ、③紹介シンポジウムページ。

2. 会場内イベントパネルにおける御社ロゴ記載

3. Meeting Booklet 中における御社ロゴ掲載

4. Meeting Booklet 中における半ページ広告掲載（後付、白黒）

6. 展示出展する場合は１コマ費用の５０%を免除。 出展に必要な料金：90,000円（税別）

7. 日本MRSの法人会員になる権利1年間分(2021年4月～2022年3月)

●スポンサー特典

1.  MRM2020ウェブサイトの下記３箇所に御社ロゴ掲載と御社HPへのリンク

※①トップページと②スポンサーページに小サイズのロゴ、③紹介シンポジウムページ。

2. 会場内イベントパネルにおける御社ロゴ記載

3. Meeting Booklet中 における御社ロゴ掲載

5. 展示出展する場合は１コマ費用の２０%を免除。 出展に必要な料金：144,000円（税別）

●スポンサー特典

1. MRM2020ウェブサイト中の紹介シンポジウムページにおける御社ロゴ掲載と御社HPへのリンク

2. Meeting Booklet 中における御社ロゴ掲載

※３.につきまして、複数のシンポジウムにお申込み頂いても合計で6口以上であれば免除致します。

      ただし何口お申込み頂いても対象は1名分のみになります。

※ 1つのシンポジウムに対して1口以上のお申込み。1口を複数のシンポジウムに分けることはできません。

3. 申し込み合計6口以上で会議参加登録費を1名まで免除(社名表記のネームカードをご用意)、
    バンケット参加費1名まで免除

　　ゴールドスポンサー　　　　　￥1,000,000円 （内税）

　　シルバースポンサー　　　　　￥600,000円 （内税）

　　ブロンズスポンサー　　　　　￥300,000円（内税）

　　シンポジウムスポンサー　　一口￥50,000円 （内税）

5. 会議参加登録費を4名分まで免除(社名表記のネームカードをご用意)、
    バンケット参加費4名分まで免除

5. 会議参加登録費を2名分まで免除(社名表記のネームカードをご用意)、
    バンケット参加費2名分まで免除

4. 会議参加登録費を1名分まで免除(社名表記のネームカードをご用意)、
    バンケット参加費1名分まで免除



3．広告 

 

◆ ガイドブックへの広告掲載  

MRM2020 参加者全員に配布されますMeeting Bookletの広告を募集いたします。 

 

掲載場所 色 / スペース 掲載料金（出展者） 掲載料金（一般） 

表 4 4色 / 1ページ ¥100,000- ¥150,000- 

表 2 4色 / 1ページ ¥80,000- ¥120,000- 

表 3 4色 / 1ページ ¥70,000- ¥100,000- 

前付 1色 / 1ページ ¥50,000- ¥80,000- 

後付 1色 / 1ページ ¥30,000- ¥60,000- 

（料金は全て税別） 

 

広告サイズ： A4（ 天地 260 x 左右 180mm ） 

発行日：2020年 12月 1日（火） 

発行部数：2,000部 

 

＜提出原稿の注意点＞ 

広告原稿はアウトライン化済みのデータでご提供ください。 

入稿仕様書および、4色原稿については簡易校正、1色原稿は 

出力紙を必ず添付してください。 

推奨アプリケーション / Macintosh：Illustrator、Photoshop （PDF, Word, Excel, PowerPointは

不可） 

推奨貼込画像形式 / EPS, TIFF (RGB不可） 

 

 

お申し込み締切日：2020年 10月 30日（金） 

広告データ締切日：2020年 10月 30日（金） 

 

 

  



4． ランチョンセミナー 

会期中のお昼休みを利用し、会議参加者に向けて自社技術や製品、サービスのご案内をして

いただくことができます。 

 

＜募集要項＞ 

・日  時：2020年 12月 8日（火）~10日（木） 

      （開始時間、会場は事務局が決定いたします。） 

・会場規模：80名 

・発表時間：45分 

・料  金：出展者 150,000円（税別）/ 一般 200,000円（税別） 

上記にお弁当料金（開催座数 80名×お弁当単価）を追加してご請求いたします。 

（想定お弁当価格￥900～前後） 

※お弁当の配布の人員は各社にてご手配をお願いいたします。 

 

※会場に限りがございます。先着順にて受付いたします。ご希望に添えない場合がございま

すのでご了承ください。 

 

お申し込み締切日：2020年 10月 30日（金） 

 

5．各種お申込みについて 

お申込みは学会Webページの申し込みフォームからお申込みください．  

 

 

https://pro.form-mailer.jp/fms/fff606df188827 

 

 

問い合わせ先 

 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-5-19 茅場町長岡ビル 6F 

株式会社 メイプロジェクト内 

MRM事務局 

Tel: 03-6264-9071 

E-mail: info_mrm@jmru.org 

https://pro.form-mailer.jp/fms/fff606df188827
mailto:info_mrm@jmru.org

