
 

 

ABTEC2023 企業の皆様へのご案内 
 

［砥粒加工学会 ABTEC2023 実行委員会］ 
 

ABTEC2023（2023 年度砥粒加工学会学術講演会）が来る 8 月 28 日（月），29 日（火），30 日（水）に，よなごコンベンションセンタ

ー・BIG SHIP（ビッグシップ）（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294）において開催される運びとなりました．約 150 件の学術講演

と 400 名を上回る参加者を予定しております．つきましては，賛助会員をはじめとする関連企業各位に対し，下記をご案内させて

頂きます． 

 

１． 講演プログラム集への広告掲載のお願い 

ABTEC2023 では，講演プログラム集を多数発行する予定です．つきましては，賛助会員企業をはじめ関連企業各位に対し，

講演プログラム集への広告掲載についてご協力賜りますよう，お願い申し上げます． 

(1) 原稿形式：モノクロネガフィルム，イラストレータ EPS，インデザイン（MAC 版），PDF 

（版下原稿，モノクロポジフィルム，マイクロソフト関連ソフトによる入稿および寸法変更の場合は製版料を実

費で申し受けます）   ※ ABTEC2023 の講演プログラム集は A４サイズとなります． 

(2) 申込締切：2023 年 5 月 19 日（金）（予定） 

(3) 原稿締切：2023 年 6 月 23 日（金）（予定） 

(4) 掲 載 料：普通頁(プログラムの後付 1 頁)＝50,000 円，表紙 4(裏表紙１頁)＝100,000 円， 

表紙 2(表紙の内側 1 頁）＝80,000 円，表紙 3(裏表紙の内側 1 頁)＝60,000 円 

※ 普通頁以外の掲載は先着受付の企業(団体)に決めさせていただきます． 

ご希望に沿えない場合，普通１頁（５万円）で登録とすることをご希望いただくことが可能です． 

※ カラー印刷や普通頁以外の価格については，下記の事務局にご相談願います． 

版下製作などが必要な場合は別途費用で作成いたします． 

※ 掲載料は，掲載申込書を受領後，砥粒加工学会より請求書をお送りしますので，書類到着後に送金願います． 

※ 講演プログラム集への広告掲載にお申込みをいただいた場合，１広告につき 1 名が講演会に無料で参加頂けま

す．（別途参加登録は必要です．） さらに，講演論文集（USB メモリ）を 1 部贈呈いたします． 

※ 希望すれば，8 月 29 日（火）の「我が社の新技術発表会」にも無料で発表していただけます． 

※ 希望すれば，セッション間等動画配信にも無料でご登録頂けます． 

(5) 申込方法：申込書により郵送，FAX またはメールにてお申し込みください． 

(6) 講演論文集の電子データ化に伴い，広告は講演プログラム集へ掲載致します．学術講演会参加される皆様への配布

となりますので発行部数は 600 部を予定しております． 

(7) 申込方法：下記申込書【A】により郵送，FAX またはメールにて，または申込書記載の URL からお申し込みください． 

 

２． 「企業によるパネル展示」のおすすめ 

ABTEC2023 会場内に「企業によるパネル展示」スペースを開設いたします．この機会をご利用いただき，貴社の技術を多くの

参加者に直接アピールされることをお勧め申し上げます． 

(1) 展示日時：2023 年 8 月 28 日（月） 10：00 ～ 30 日（水） 16：00 

(2) 展示場所：ABTEC2023 会場内  

よなごコンベンションセンター・BIG SHIP（ビッグシップ）（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294） 

(3) スペース：展示用パネル（W1.8 m×H2.1 m，A0 サイズパネル 2 枚）およびパネルの前に展示品用テーブル（W1.8 m× 

D0.45 m×H0.7 m）を設けます．（各サイズは予定になります．）． 

技術資料や関連機器の展示にご利用ください．（100 V 電源の準備も可能です．） 

(4) 申込締切：2023 年 6 月 16 日（金）（予定） 

(5) 費用：1 コマ＝50,000 円 

※ 費用は，展示申込書を受領後，砥粒加工学会より請求書をお送りしますので，書類到着後に送金願います． 

※ 「企業によるパネル展示」にお申込みをいただいた場合，１コマにつき 1 名が講演会に無料で参加頂けます． 

（但し，この参加者は説明員を兼ねて頂きますのでご注意ください．なお，別途参加登録は必要です．） また，１

コマにつき会員，非会員にかかわらず，講演論文集（USB メモリ）を１部贈呈いたします． 

※ 希望すれば，8 月 29 日（火）の「我が社の新技術発表会」にも無料で発表していただけます． 

※ 希望すれば，セッション間等動画配信にも無料でご登録頂けます． 

(6) 申込方法：下記申込書【B】により郵送，FAX またはメールにて，または申込書記載の URL からお申し込みください． 



 

 

３． 「カタログ展示」のおすすめ 

ABTEC2023 会場内に「カタログ展示」スペースを開設いたします．この機会をご利用いただき，貴社の技術・製品を多くの参

加者にアピールされることをお勧め申し上げます．  

(1) 展示日時：2023 年 8 月 28 日（月） 10：00 ～ 30 日（水） 15：00 

(2) 展示会場：ABTEC2023 会場内  

よなごコンベンションセンター・BIG SHIP（ビッグシップ）（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294） 

(3) 展示方法：講演室，談話室周辺に企業（団体）別に展示し，参加者が自由に持ち帰れるようにいたします． 

※ 展示するカタログ点数に制限はございませんが，展示スペースは１社あたり W1.8 m×D0.45 m を予定しています． 

(4) 申込締切：2023 年 6 月 16 日（金）（予定） 

(5) 費用：10,000 円/社 

※ 費用は，展示申込書を受領後，砥粒加工学会より請求書をお送りしますので，書類到着後に送金願います． 

(6) 申込方法：下記申込書【B】により郵送，FAX またはメールにて，または申込書記載の URL からお申し込みください． 

(7) その他：カタログの搬入は，宅配を利用するか直接持込でお願いいたします．宅配をご利用の場合，カタログの送付先

および送付指定日等の詳細は，お申込受付後ご連絡させていただきます． 

展示期間終了時に残ったカタログは，実行委員会で処分させていただきますが，返却をご希望の場合は，8 月 30 日（水）

16：00 までにお引き取りください． 

 

４． 「我が社の新技術発表会」のおすすめ 

企業を対象とした新技術の発表会を通じて，ABTEC2023 に参加する多数の会員との情報交換ならびに会員企業相互の密

接な交流が行えます．この機会に，貴社の技術を多くの参加者に直接アピールされることをお勧めいたします． 

(1) 発表日時：2023 年 8 月 29 日（火） 13：00 ～ 14：00 （予定） 

(2) 発表会場：ABTEC2023 会場内  

(3) よなごコンベンションセンター・BIG SHIP（ビッグシップ）（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294） 

(4) 内容：口頭発表会（発表：10 分（予定）） 

    ８社×２室＝１６講演（予定） 

企業の固有技術，研究等をプロジェクターで発表できます．（PC は各自ご用意ください） 

(5) 申込締切：2023 年 6 月 16 日（金）（予定） 

(6) 講演料：1 社＝30,000 円 

ただし，「広告掲載」または「企業によるパネル展示」に申込みいただいた場合には，本セッションにおいて無料で講演し

ていただけます 

※ 講演料は，参加申込書を受領後，砥粒加工学会より請求書をお送りしますので，書類到着後に送金願います． 

※ 本セッションに単独参加申込みをいただいた場合，１社（団体）につき会員，非会員にかかわらず，講演論文集

（USB メモリ）を１部贈呈いたします． 

※ なお，応募多数の場合は，発表時間または室数の変更を行う場合がございます． 

(7) 申込方法：下記申込書【B】により郵送，FAX またはメールにて，または申込書記載の URL からお申し込みください． 

(8) 「我が社の新技術発表会」での講演テーマ，発表者などについて後日連絡させていただきます． 

 

５． 「セッション間等動画配信」のお願い 

学術講演のセッション間や昼休みなど講演がない時間帯，談話室などにおいて，企業紹介動画を配信いたします．この機会

をご利用いただき，貴社の技術を多くの参加者に直接アピールされることをお勧め申し上げます． 

(1) 配信期間： 2023 年 8 月 28 日（月） 10：00 ～ 30 日（水） 16：00  

(2) 会場：ABTEC2023 会場内  

(3) よなごコンベンションセンター・BIG SHIP（ビッグシップ）（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294） 

(4) 内容：１分間以内の動画を学術講演のセッション間や昼休みなど講演がない時間帯，談話室などにおいて，企業紹介 

動画をプロジェクターまたはモニターを通して配信いたします． 

企業の固有技術，研究等をＣＭ形式で配信することが可能です． 

(5) 費用：1 枠（1 分以内）＝30,000 円 

(6) 申込締切：2023 年 6 月 16 日（金）（予定） 

(7) 動画登録締切：2023 年 7 月 28 日（金）（必着） 

(8) 申込方法：下記申込書【B】により郵送，FAX またはメールにて，または申込書記載の URL からお申し込みください． 

 



 

 

 

※ 申込および問合先：（公社）砥粒加工学会  〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックスビル 4F 

TEL：03-3362-4195  FAX：03-3368-0902  e-mail: staff@jsat.or.jp 

申込書の様式は，学会 HP のトップページ〔http://www.jsat.or.jp/〕に掲載の ABTEC2023 のバナーをクリックして，ダウ

ンロードして頂くか，本ページをコピーしてご利用ください． 

 

 

 

ABTEC2023「広告掲載」 申込書【A】 

FAX：03-3368-0902 e-mail: staff@jsat.or.jp 

「広告掲載」 

広告掲載希望 

（○印をつけて下さい） 

普通１頁 表紙４ 表紙２ 表紙３ 

５万円 １０万円 ８万円 ６万円 

表紙２，３および４を希

望される場合，先着順

での受付となります． 

ご希望に沿えない場合，普通１頁（５万円）で登録とすることを希望しますか？ 

希望する        広告掲載を取り下げる 

（○印をつけて下さい） 

「我が社の新技術発表

会」での発表の可否 

  発表する             発表しない 

（○印をつけて下さい） 

セッション間等 

動画配信 

  希望する             希望しない 

（○印をつけて下さい） 

 

申込企業（団体）名 

  

                                                                                                                   

  

（ご担当者） 部 署                                               

  

        氏 名                                               

住   所 

〒 

  

TEL                              FAX 

E-mail 

 

  



 

 

ABTEC2023「パネル展示，カタログ展示，我が社の新技術発表会，セッション間等動画配信」 申込書【B】 

FAX：03-3368-0902 e-mail: staff@jsat.or.jp 

「企業によるパネル展示」 

希望コマ数  1 コマ 5 万円 ×        コマ 

100V 電源使用の有無 
  使用する             使用しない 

（○印をつけて下さい） 

パネル（ポスター） 

搬入方法 

郵送               持ち込み 

（○印を付けて下さい） 

パネル（ポスター） 

設置方法 

ご自身           実行委員会  

（○印を付けて下さい） 

学会終了後のパネル

（ポスター）取り扱い 

持ち帰り           実行委員会で処分 

（○印を付けて下さい） 

説明員の駐在 
  駐在する             駐在しない 

（○印をつけて下さい） 

「我が社の新技術発表

会」での発表の可否 

  発表する             発表しない 

（○印をつけて下さい） 

セッション間等 

動画配信 

  希望する             希望しない 

（○印をつけて下さい） 
 

「カタログ展示」 

展示カタログ         種類 

カタログ搬入方法 
  宅配を利用          直接持込  

 （○印を付けて下さい） 

学会終了後のカタログ

の取り扱い 

持ち帰り           実行委員会で処分 

（○印を付けて下さい） 
  

「我が社の新技術発表会」単独 

こちらは単独での発表

希望記入欄です． 

  発表する             発表しない 

（○印をつけて下さい） 
 

「セッション間等動画配信」単独 

こちらは単独での発表

希望記入欄です． 

  発表する             発表しない 

（○印をつけて下さい） 
 

申込企業（団体）名 

  

                                                                                                                   

  

（ご担当者） 部 署                                               

  

        氏 名                                               

住   所 

〒 

  

TEL                              FAX 

E-mail 

 


