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2021 年 12 月 吉日 

 

SICE2022 企業展示・広告（Web 広告）のお願い 
 

公益社団法人計測自動制御学会 

2021 年度会長 藤田政之 

SICE2022 実行委員会 

委員長  Ikuro Mizumoto（水本郁朗） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本学会の活動にご支援いただ

き、誠にありがとうございます。 

さて、SICE Annual Conference 2022 を 2022 年 9 月 6 日～10 日にかけて熊本にて開催予定です。新

型コロナウイルス感染症 COVID-19 の世界的流行に伴い、2020 年度および 2021 年度の SICE Annual 

Conference は、ONLINE 形態で開催されましたが、現在の収束状況が続きましたら、SICE Annual 

Conference 2022 は、現地にて通常開催（対面開催）にて開催するべく準備を進めております。会場は、

熊本で新しく完成した熊本城ホールを予定しています。世界各国から研究者や技術者が集い，計測・制御

やその関連技術に関する国際的な「計測・制御」に関する研究成果の発表および情報交換の場が提供でき

るように計画を進めております。 

そこで、SICE 2022 実行委員会では、通常開催時の従来の SICE Annual Conference 時と同様に企業

展示、企業広告（Web 広告も含む）、ランチョンセッションを広く募集致します。何卒ご協力の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

なお、今後実行委員会では、参加者にとって最大限安全な開催を目指し、COVID-19 の状況に引き続

き注視しつつ、最善な開催形態を模索しながら準備を進めてまいります。今後の新型コロナウイルス感染

症 COVID-19 の状況によっては、昨年同様に ONLINE 形態での開催に変更になるかもしれません。そ

のような場合におきましても、Web やビデオによる展示イベントや展示広告をできるように計画してお

りますので、皆さまのご理解とご協力、何卒よろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

 

1． 会期     2022 年  9 月 6 日～9 月 9 日 

2． 内容    次ページ以降をご覧ください。 

3．  申込締切  特記のないものは 2022 年 4 月 30 日までに申し込みください。 

4． 費用    次ページ以降をご覧ください。 

 

【お問い合わせ先】（回答書送付先） 

〒101-0052 

東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4 階 

公益社団法人計測自動制御学会 

事務局 担当 鈴木 康一 

九州大学 担当 川邊 武俊  

sice2022-ad@sice.or.jp 
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開催概要 

 

会期 

会議会期 2022 年 9 月 6 日(火) ～ 2022 年 9 月 9 日(金) 

 

会場（見取図を参照ください） 

熊本市熊本城ホールで開催の予定ですが、感染症などの状況によってはオンライン

（Zoom）で開催します。オンライン開催は会期５か月前に判断し、（大会ホームページ

で？）お知らせします。 

 

オンラインの場合、動画公開・質疑チャット受付期間 2022 年 9 月 7 日(水) ～ 2022 年 9

月 9 日(金)とします。 

 

企業展示 

 

〇企業ー学生ランチョンセッション 

特に学生の聴講を想定し、昼休に昼食をとりながら、企業の特徴や魅力をプレ

ゼンテーションしていただきます。  

 

(熊本城ホール開催の場合) 

a) 会場：大会議室 A3 および A4（2 会場予定） 

期間：9月 7 日(水)～9 月 9 日(金)の３日間、12:00-13:00 

b) 聴講者 50 名／１室の昼食が準備されます。 

c) プレゼンテーションは、日本語と英語のどちらでも構いませんが、プレゼンテ

ーション資料・掲示には英語を併記することを推奨いたします。 

(オンライン開催の場合) 

a) 会場：Zoom（ウェビナー2室／2 件） 

期間：9月 7 日(水) 12:00～9 月 9 日(金) 13:00 の間に３回 

b) 質疑応答（Q＆A）はチャットメッセージの送信やオンラインにより行なえます。 

c) プレゼンテーションは、日本語と英語のどちらでも構いませんが、プレゼンテ

ーション資料・掲示には英語を併記することを推奨いたします。 

 

登壇費  

・SICE 賛助会員 80,000 円、非会員 100,000 円（1 回分） 
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〇企業展示・プレゼンテーション 

期間：9 月 7 日(水)10:00 ～ 9 月 9 日(金)17:00 のあいだ展示と、少人数での対話、デ

ィスカッションが可能です。 

(熊本城ホール開催の場合) 

a) 大会議室 A1 or ホワイエ（予定） 

・カテゴリーA（間口 3.5m、背面掲示板幅 3m）、 

・カテゴリーB（間口 1.5m、背面掲示板幅 1.2m） 

より選択してください（テーブル、背面掲示板を使用していただきます）。 

b) 物品の搬入・搬出については実行委員会にご相談ください。 

c) 電源は AC100V 60Hz 0.5kW 2P コンセントを準備します。特に大容量の電源が

必要な場合は実行委員会にご相談ください。 

d) プレゼンテーションは、日本語と英語のどちらでも構いませんが、プレゼンテ

ーション資料・掲示には英語を併記することを推奨いたします。 

(オンライン開催の場合) 

a) 大会の Zoom に「企業プレゼンテーションルーム」を設けます。参加企業１社

に１件ずつに会議室を設定します。 

b) 発表時間帯は 

・カテゴリーA（発表時間 11:00-14:00）、 

・カテゴリーB（発表時間 9:00-11:00 または 14:00-17:00） 

から選択してください。 

c) セッションの間の休み時間にも利用できます。テキスト（チャットメッセージ）

や口頭（オーディオ機能）で質疑応答（Q＆A）が行なえます。 

d) 動画を放映する場合は、大会開催の 2 週間前までに、動画を実行委員会に提出

してください。 

e) プレゼンテーションは、日本語と英語のどちらでも構いませんが、資料には英

語を併記することを推奨します。 

 

登壇費 (税別) （1 名様まで、SICE2022 の参加登録内容が含まれます） 

・カテゴリーA：SICE 賛助会員 80,000 円、非会員 100,000 円 

・カテゴリーB：SICE 賛助会員 50,000 円、非会員 60,000 円 

 

〇書籍展示販売 

 大会会場（ホワイエ）に書籍販売コーナ 1.8m×0.9m を設置します。 

 会場費：SICE 賛助会員 30,000 円、非会員 40,000 円 
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企業広告 

〇大会プログラム冊子広告掲載（裏表紙・背表紙） 

プログラム冊子（紙媒体）裏表紙または背表紙に広告を掲載します。 

（オンライン開催の場合は、Web プログラムの初めのページに掲載します．） 

 先着お申込み２社限定です。 

 サイズ；A4、１ページ（カラー印刷可能）。 

 下記のバナー広告*)も追加料無しで利用できます。 

 掲載費 SICE 賛助会員 150,000 円、非会員 200,000 円 

 

〇大会プログラム冊子広告掲載 

プログラム冊子（紙媒体）に広告を掲載します。 

（オンライン開催の場合は、Web プログラムに掲載します．） 

 サイズ：A4、１ページ（モノクローム印刷のみ）。 

 下記のバナー広告*)も追加料無しで利用できます。 

 掲載費 SICE 賛助会員 100,000 円、非会員 150,000 円 

 

〇バナー広告*) 

SICE2022 ホームページにバナー広告画像と希望のリンクが掲載されます。熊本城

ホール開催の場合、\10,000 の追加オプションでカンファレンスキットにフライ

ヤーを添付できます。 

 申込後，実行委員会あてにバナー広告データをご送付ください 

 追加オプションご利用の場合、実行委員会あてフライヤー600 部を送付くだ

さい。 

 掲載費 (税別):  

SICE 賛助会員 50,000 円、非会員 80,000 円 

フライヤー挿入費 10,000 円 

（申込締切：2022 年 7 月 30 日までにお申し込みください。申込および掲載

費の入金確認後に速やかに web 掲載いたします。） 

 

〇ポスター掲示（熊本城ホール開催の場合のみ） 

大会会場ホワイエ（予定）にポスター（A1 サイズ１枚）を掲示します。 

 開催 2 日前までに実行委員会あてにポスターをご送付ください。 

 参加費 (税別): SICE 賛助会員 20,000 円、非会員 30,000 円 
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〇フリードリンクコーナ広告（熊本城ホール開催の場合のみ） 

 大会会場のフリードリンクコーナ（コーヒのセルフサービス）に提供者とし

て社名・ロゴを掲示します。 

 掲載費(税別): 

SICE 賛助会員 80,000 円、非会員 100,000 円（一口） 

      （申込締切：2022 年 7 月 30 日までにお申し込みください。） 

 

 

広告資料等送付先 

 

郵送： 

〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2-39-1 

熊本大学大学院先端科学研究部(工学部 機械数理工学科) 

工学部研究棟 I  

SICE Annual Conference 2022 実行委員会 

幹事 國松禎明 

 

Email：sice2022-ad@sice.or.jp 
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会場見取図 
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SICE2021 企業展示・広告申込書 

 

 種別 

費用（税別） 

備考 
SICE 

賛助会員 
非会員 件数 小計 

企業ー学生ランチョンセッション  □\80,000 □\100,000    

企業展示・プレゼンテーション 
カテゴリーA □\80,000 □\100,000 

   
カテゴリーB □\50,000 □\60,000 

大会プログラム冊子広告掲載（裏

表紙・背表紙） 
カラー □\150,000 □\200,000    

大会プログラム冊子広告掲載 モノクローム □\100,000 □\150,000    

バナー広告 

大会ウェブサイ

トのみ 

□\50,000 □\80,000    

□\0   □\0        
冊子広告掲載に追加

の場合 

フライヤー追加 □\10,000 □\10,000   バナー広告に追加 

ポスター掲示  □\20,000 □\30,000   
熊本城ホール開催の

み＊） 

フリードリンクコーナ広告 
 

 
□\80,000 □\100,000   

熊本城ホール開催の

み＊） 

書籍展示販売  □\30,000 □\40,000   
熊本城ホール開催の

み＊） 

    合計 \ 

 

＊）オンライン開催の場合はキャンセル・払い戻しとさせていただきます。 

 

金額合計：¥           （税別） 
 

上記、SICE2022 企業展示・広告を申し込みます。 

連絡先／請求先 

企業名  

部署名  

氏名                              印 

住所 〒 

電話  

E-mail アドレス  

 


