
登壇者、過去参加者、前期登録者に向けたメールマガジンです。信頼性・実績抜群の応用物理学
会オフィシャルメールアドレスから配信される講演会情報内にてPRができます。

場所 広告サイズ 表示形式 配信時期/対象
配信料金 / 回

配信
回数

想定
配信数 募集枠出展者・

賛助会員 一般

Plan A
画像1枠＋

テキスト全角35文字
以内 x 5行

HTML

2か月前～
（1）登壇者・過去参加者 100,000円 150,000円 1 20,000 2

会期直前
（2）前期登録者全員 150,000円 200,000円 1 5,500 2

Plan B 全角35文字以内 x 
3行 テキスト

2か月前～
（1）登壇者・過去参加者 30,000円 50,000円 1 20,000 2

会期直前
（2）前期登録者全員 50,000円 80,000円 1 5,500 2

2021年 第82回応用物理学会秋季学術講演会（＠名城大学天白キャンパス＆ONLINE）

メールマガジン ~募集要項~

メールマガジン広告料金まとめ

お問い合わせは
日刊工業コミュニケーションズ
応用物理学会担当（expo@nikkanad.co.jp）
TEL: 03-5614-3080 FAX: 03-5614-3011

必須情報
満載

メルマガ!!

申込締切日
2021年 8月20日（金） ※ プランによっては掲載できない場合がございます。

お早めにお申込みください。

（1） 登壇者・過去参加者（3～4回）
登壇者（約4,000名）と過去参加者（約13,000名）へ講演会情報を配信します。

（2） 前期登録者全員
講演会に確実に参加するホットな研究者（全登壇者・前期登録者）へ講演会の最新情報を配信します。

メールマガジン配信対象（計5回程度予定）

開封率（21春実績）： 平均34.8％

mailto:expo@nikkanad.co.jp


Plan A 本文中に画像＋テキスト表示

＜PR＞ 日刊工業コムズ
●「各種スポンサー募集中」（締切：2021年×月×日）
応用物理学に携わる最先端の研究者・技術者が一堂に会する
学術講演会で研究・開発に役立つ製品やサービスをPRしませんか
★ 詳しくはこちらから：https://www.nikkanad.co.jp/

原稿サイズ 画像（292 x 224px）＋全角35文字以内 x 5行

原稿種類 画像1枠＋テキスト（URL可）

回数 1 （下記より選択）

配信時期 ● 7月上旬～9月上旬【登壇者・過去参加者】
● 8月下旬・会期前【前期登録者】 のいずれか選択

募集枠 2枠限定 / 通（1回の配信あたり）

料金

登壇者
過去参加者

出展者・賛助会員 100,000円
一般 150,000円

前期登録者全員 出展者・賛助会員 150,000円
一般 200,000円

画像サイズ
292 x 224px

テキスト（5行）

広告イメージ

広告スペース（縦）

画像

テキスト

広告スペース（横）

画像 テキスト



Plan B テキスト表示

＜PR＞********************************************
◇（株）日刊工業コミュニケーションズ◇
●「B2B ＆ B2Aセミナー開催します！」（×月×日＠オンライン開催）
★ 詳しくはこちらから→ https://www.nikkanad.co.jp/
*********************************************＜PR＞

■広告イメージ
タイトル（社名（団体名）・製品・サービス名など）＋本文＋URLで3行以内

②

原稿サイズ 全角35文字以内 x 3行

原稿種類 テキスト（URL可）

回数 1 （下記より選択）

配信時期 ● 7月上旬～9月上旬【登壇者・過去参加者】
● 8月下旬・会期前【前期登録者】 のいずれか選択

募集枠 2枠（① or ②）限定 / 通

料金

登壇者
過去参加者

出展者・賛助会員 30,000円
一般 50,000円

前期登録者全員 出展者・賛助会員 50,000円
一般 80,000円

広告
スペース

①
広告
スペース



※ ご記入いただいた個人情報は講演会にのみ使用させていただき、その他リストには掲載いたしません。

【メールマガジンに関するお問い合わせ、お申込み】
株式会社 日刊工業コミュニケーションズ
応用物理学会担当 （expo@nikkanad.co.jp) Tel.03-5614-3080  Fax. 03-5614-3011

▼申込フォーマット

配信時期/ 対象
配信料金（税別）

出展者・賛助会員 一般

Plan A
（画像＋テキスト）

□ 6月上旬～（登壇者・過去参加者） □ 100,000円 □ 150,000円

□ 8月下旬・会期直前（前期登録者全員） □ 150,000円 □ 200,000円

Plan B
（テキスト）

□ 6月上旬～（登壇者・過去参加者） □ 30,000円 □ 50,000円

□ 8月下旬・会期直前（前期登録者全員） □ 50,000円 □ 80,000円

合計金額 円

上記金額に消費税を加算してご請求申し上げます。

請求書締切日と支払日 締切日（毎月 日） 支払日（ 月 日）

2021年 第82回応用物理学会秋季学術講演会
メールマガジン申込書

株式会社 日刊工業コムズ 行き

▼下記をご記入の上、”Mail or FAX” にてお戻しください。

⇒ E-mail： expo@nikkanad.co.jp

会社名 / Company

責任者
Person in charge

部署名 / Department Name

住所/ Address
〒 TEL :

FAX :  

担当者
Contact Person

部署名 / Department Name E-mail:

TEL:

Emergency Contact Number:
Website

Nikka n Kogyo  Communica tions, Inc.

mailto:expo@nikkanad.co.jp
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