
第 12回国際高分子会議（IPC2018）スポンサー広告 募集要項 

 

第 12回国際高分子会議（The 12th SPSJ International Polymer Conference: IPC2018）

は、国内外から約 1,000 人の研究者の参加が予定されている国際会議です。学会開催の準

備・運営および招待講演者の旅費の補助などの経費は、主として参加登録費などを原資と

して運営致します。しかしながら、参加登録費を一般的な国際会議に比べて、参加者の負

担が少なくなるように設定しているために、必要経費の一部をご援助に頼らざるを得ない

のが現状でございます。本国際会議は、高分子科学および関連産業の発展に大きく寄与す

ると確信しておりますので、ご理解いただき、IPC2018 の開催にご支援を賜りますよう何

卒よろしくお願い申し上げます。 

 

1) 募集締切: 2018年 8月 31日（金） 

 

2) 種類:  

種別 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ A ブロンズ B 

スポンサー広告費 500,000円 300,000円 200,000円 100,000円 50,000円 

IPC2018（懇親会含む） 

無料招待 
3名 2名 1名 － － 

予稿集への広告掲載 1頁 1頁 1/2頁 1/2頁 1/4頁 

会議ウェブサイトへの 

貴社ロゴ掲載 
● ● ● ● ● 

コングレスバッグへの

貴社ロゴ掲載 
● ● ● ● － 

懇親会での 

貴社の紹介 
● ● － － － 

展示スペースの利用 ● － － － － 

 
 スポンサー申し込みの取り消しは、原則として認められません。ただし、やむなく取り消し等を行う

場合には、その理由を明記した文書を主催者に提出し、承諾を得る必要があります。なお、申し込み

を取り消しされた場合でも、費用の返却は致しませんのでご了承ください。 

 申込者又は掲載内容が、会議の趣旨や主催団体等の事業の性格上の理由で認められないなど、主催者

の判断により申込をお断りすることがございます。 

 展示スペースの利用についての詳細は、事務局にお問い合わせください。 

 

3) 申込・問合わせ先：公益社団法人高分子学会 事務局 IPC2018係 

〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6階 

電話：03-5540-3775  FAX：03-5540-3737 

E-mail: ipc2018@spsj.or.jp 
 



第 12回国際高分子会議（IPC2018） 

スポンサー広告申込書 

 

年  月  日 

【申込代表者】 

フリガナ  

企業名 
団体名 

 

代表者名 

(役職と氏名を 

ご記入ください) 

 印 

所在地 

〒 

 

 

TEL  FAX  

 

【ご担当者】 

所属部署  部  課 

所在地 

〒 

 

 

フリガナ  

役職  
担当者名  

TEL  FAX  

E-mail  

 

【申込スポンサー広告】 

No. 種 別 料 金 申込欄 

１ プラチナ ¥ 500,000 □ 
２ ゴールド ¥ 300,000 □ 
３ シルバー ¥ 200,000 □ 
４ ブロンズ A ¥ 100,000 □ 
５ ブロンズ B ¥ 50,000 □ 

 

（申込・問合わせ先） 公益社団法人高分子学会 事務局 IPC2018係 

〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6階 

電話：03-5540-3775  FAX：03-5540-3737 

E-mail: ipc2018@spsj.or.jp 



国際会議概要 

 

１．会議名称 

 和文名：第 12回国際高分子会議 

 英文名：The 12th SPSJ International Polymer Conference (IPC2018) 

 主 題：Polymer Science & Engineering Energizing Our Harmonious Future 

 

２．主催 

 公益社団法人高分子学会 

 

３．開催期間 

 2018年 12月 4日（火）～7日（金） 

 

４．開催場所 

 広島国際会議場（広島県広島市中島町 1-5 平和記念公園内） 

 

５．予定参加者 

 1,000名 

 

６．参加登録料 

 早期登録料金 通常料金 

一 般 70,000円 80,000円 

学 生 20,000円 25,000円 

家 族 15,000円 20,000円 

 

７．組織委員会 

委員長 中條 善樹 (京都大学) 

委 員 井原 栄治 (愛媛大学) 

 臼杵 有光 (豊田中央研究所) 

 右手 浩一 (徳島大学) 

 大下 浄治 (広島大学) 

 小川 伸二 (三井化学) 

 菊池 裕嗣 (九州大学) 

 櫻井 和朗 (北九州市立大学) 

 佐藤 尚弘 (大阪大学) 

 塩野  毅 (広島大学) 

 清水 紀弘 (デンカ) 

 辻井 敬亘 (京都大学) 



 冨田 育義 (東京工業大学) 

 中  建介 (京都工芸繊維大学) 

 原口 和敏 (日本大学) 

 平坂 雅男 (高分子学会) 

 松村 俊一 (帝人) 

 吉江 尚子 (東京大学) 

 和田 健彦 (東北大学) 

８．実行委員会 

委員長 塩野  毅 (広島大学) 

※実行委員は 2018年 9月決定予定。 

９．プログラム委員会 

委員長 冨田 育義 東京工業大学 

Topic1 横澤 勉 神奈川大学 

 石曽根 隆 東京工業大学 

 野村 琴広 首都大学東京 

 中川 佳樹 株式会社カネカ 

Topic2 田中 敬二 九州大学 

 戸木田 雅利 東京工業大学 

 寺尾 憲 大阪大学 

 内田 公典 三井化学株式会社 

Topic3 中 建介 京都工芸繊維大学 

 早川 晃鏡 東京工業大学 

 金子 芳郎 鹿児島大学 

 中村 浩 株式会社豊田中央研究所 

Topic4 小柳津 研一 早稲田大学 

 富永 洋一 東京農工大学 

 田中 学 首都大学東京 

 内田 聡一 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

Topic5 古賀 毅 京都大学 

 森田 裕史 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 内藤 昌信 国立研究開発法人物質・材料研究機構 

 樹神 弘也 三菱ケミカル株式会社 

Topic6 上垣外 正己 名古屋大学 

 岩田 忠久 東京大学 

 大塚 英幸 東京工業大学 

 弘中 克彦 帝人株式会社 

Topic7 西山 伸宏 東京工業大学 

 田中 賢 九州大学 

 芹澤 武 東京工業大学 

 安河内 徹 日油株式会社 

Topic8 灰野 岳晴 広島大学 

 竹内 正之 国立研究開発法人物質・材料研究機構 

 宮田 隆志 関西大学 

 中壽賀 章 積水化学工業株式会社 
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