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日本プロセス化学会 2022サマーシンポジウム 

「企業展示会」「講演要旨集」「企業展示会ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」 

ご案内 
 

日本プロセス化学会 2022サマーシンポジウム 世話人 

中島範行（富山県立大学） 

清都太郎（富士フイルム富山化学株式会社） 

 

【開催要領】 

■名 称 

 日本プロセス化学会 2022サマーシンポジウム 企業展示会 

 

■開催形態 

 主催 日本プロセス化学会 (The Japanese Society for Process Chemistry) 

 協賛：有機合成化学協会、分離技術会 

 協力：化学工業日報社 

 

※日本プロセス化学会 2022サマーシンポジウムは 《招待講演》 《一般発表（オーラルとポスター発表）》 

 《情報交換会》《企業展示会》で構成されます。 

 詳細は：http://www.cdsympo.com/process2022/index.html/ にてご覧になれます。 

 

■会 期 

 2022 年 6月 30日（木）～7月 1日（金） 9:00〜18:00（予定） 

 ※両日とも展示会見学時間帯を設けております。 

 

■会 場 

富山県民会館 

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪 4-18 

 

■シンポジウム参加予定者 

 800人（予定） 

 （国内・外の製薬・化学・農薬関連企業および大学・研究機関のプロセス化学研究者とエンジニア） 
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【１】企業展示会について 

■出展の対象 

医薬品原料・中間体・添加剤／試薬／ラボ用測定・分析機器／原料加工機器／合成機器／プロセス測定検査機器

／輸送・供給機器／充填・包装印字機器／包装材料・容器／減菌・クリーン化／プラントエンジニアリング／コン

ピューターシステム・ソリューション／コンビナトリアルケミストリー／アウトソーシングなど 

 

■小間姿図（予定） 

 

 
 

■出展料金（消費税込） 

 1小間：110,000円（賛助会員）（日本プロセス化学会賛助会員 2022年度会費振込済みの企業） 

143,000円（非会員） 

 

■小間の形態（パッケージブース）〈予定〉 

 ・1小間 間口 1.8m／奥行 0.6m／高さ 2.4m 

 ・小間には基本施設として、後壁／社名板／FL40w1灯／展示台／2口コンセント 1ケ（500wまで）／椅子 1脚を

事務局が設置します。 

 

■重 量 

 床上の場合 300kg/㎡、展示台の場合 60kg/㎡を最大限とします。 

 

■小間割り 

多数のポスター発表と企業展示会の申込が予想される為、事務局が出展物の内容、形状、申込順位、会場の構成な

どを総合的に勘案して割り当てを決定いたします。 
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■電 気 

 電気設備 

 ＊基本電気設備は事務局が行いますが、追加工事、追加使用料金は別途請求いたします。 

 料金 

 ＊電気工事費、使用料金に関する使用規程等は別途お知らせいたします。 

 

■搬入・搬出 

 搬入・装飾 2022年 6月 29日（水） 13:30〜17:00まで 

 搬出・撤去 2022年 7月 1日（金） 18:00〜20:30まで 

 

■その他 

・出展企業 1社につき 1名のシンポジウム無料聴講が可能です。 

・講演要旨集を 1社につき 1冊贈呈いたします。 

 

■出展の申込方法と締切日 

 お申し込みは下記 webアドレスでお申し込みください。 

http://www.cdsympo.com/application/  ■締切日 2022年 4月 22日（金） 

 

＊ただし、締切日前でも予定小間数に達した場合は締め切らせていただきます。 

＊出展料のお支払締切日は 2022 年 5 月 20 日（金）とし、同日までに払い込みのない場合は正式の申し込みと認

めず失効といたします。 

＊支払締切日以降において出展申し込みの取り消しをされた場合も出展料は返却いたしません。 

＊申込受理後、展示会事務局よりご請求書を発行いたしますので、ご請求書に記載されている指定口座へお振込

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsympo.com/application/
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【前回（京都国際会館）日本プロセス化学会 2019サマーシンポジム出展社ならびに広告掲載企業】 

・(株)アイビック・リサーチ ・(株)クラレ ・(株)ＤＦＣ ・富士シリシア化学(株) 

・旭化学工業(株) ・(株)ケー・エヌ・エフ・ジャパン ・(株)ディーピーエス ・富士フイルム和光純薬(株) 

・旭化成ファインケム(株) ・広栄化学工業(株) ・ＤＫＳＨジャパン(株) ・(株)伏見製薬所 

・(株)朝日ラボ交易 ・(株)神戸製鋼所 ・DDP ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) ・藤本化学製品(株) 

・味の素ヘルシーサプライ(株) ・神戸天然物化学(株) ・東京化成工業(株) ・ブロンコスト・ジャパン(株) 

・アジレント・テクノロジー(株) ・コーニングインターナショナル(株) ・東京理化器械(株) ・北興化学工業(株) 

・ＡＴＴＯ(株) ・金剛化学(株) ・東ソー・ファインケム(株) ・マナック(株) 

・ＡＭＲＩ ・(株)サイテム ・轟産業(株) ・三木産業(株) 

・アライドラボラトリーズ(株) ・讃岐化学工業(株) ・(株)ナードケミカルズ ・メトラー・トレド(株) 

・(株)池田理化 ・サノフィ(株) ・(株)中村超硬 ・有機合成薬品工業(株) 

・石原産業(株) ・(株)三宝化学研究所 ・ナミキ商事(株) ・ユミコアジャパン(株) 

・岩谷産業(株) ・サンヨーファイン(株) ・日星産業(株) ・ユラボジャパン(株) 

・(株)浮間化学研究所 ・重松貿易(株) ・日曹商事(株) ・ランクセス(株) 

・宇部興産(株) ・十全化学(株) ・日本軽金属(株) ・(株)リアクト 

・エア・ブラウン(株) ・昭光サイエンス(株) ・日本ゼオン(株) ・ロックウッドリチウムジャパン(株) 

・英弘精機(株) ・(株)神鋼環境ソリューション ・日本マイクロバイオファーマ(株) ・(株)ワイエムシィ 

・エヌ・イー ケムキャット(株) ・(株)スクラム ・日本理化学工業(株) ・渡辺化学工業(株) 

・エボニック ジャパン(株) ・スペラファーマ(株) ・ネオケミカル(株) ・ALMAC SCIENCES 

・(株)エリカオプチカル ・住商ファーマインターナショナル(株) ・(株)野村事務所 ・APEIRON SYNTHESIS S.A. 

・(株)大阪合成有機化学研究所 ・積水メディカル(株) ・野村マイクロ・サイエンス(株) ・BLACKTRACE JAPAN(株) 

・オルガノ(株) ・セン特殊光源(株) ・バイオタージ・ジャパン(株) ・INNOSYN B.V. 

・(株)片山製薬所 ・セントラル硝子(株) ・ハイカルジャパン ・JUBILANT BIOSYS LIMITED 

・川研ファインケミカル(株) ・ダイキン工業(株) ・(株)ﾊﾞｷｭｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ ・PHT INTERNATIONAL INC. 

・関東化学(株) ・(株)ダイセル ・浜理薬品工業(株) ・RAYBOW PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

・キシダ化学(株) ・高砂香料工業(株) ・(株)ＰＭＴ ・SHANGHAI CHEMPARTNER CO., LTD. 

・(株)クオリティデザイン ・(株)タクミナ ・(株)ビジコムジャパン  

・クミアイ化学工業(株) ・立山化成(株) ・富士純薬(株) 【50 音順】 
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【2】「講演要旨集」 「企業展示会ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」について 

「講演要旨」刊行要領 

 ○モノクロ／A4 判サイズ／発行部数 1,000 部／発行日 6月 30日（木） 

 ○広告申込締切日：2022 年 4月 22日（金） 

「講演要旨」広告掲載料金（消費税込） 

 表紙 4（モノクロ） 1 頁 88,000 円 

 表紙 3（モノクロ） 1 頁 66,000 円 

 表紙 2（モノクロ） 1 頁 77,000 円 

 後 付（モノクロ） 1 頁 55,000 円 

 

「企業展示会ガイドブック」刊行要領 

 ○表紙カラー・他モノクロ／A4 判サイズ／発行部数 1,000 部／発行日 6 月 30 日（木） 

 ○広告申込締切日：2022 年 4月 22日（金） 

「企業展示会ガイドブック」広告掲載料金（消費税込） 

 表紙 4（カラー） 1 頁 110,000 円 

 表紙 3（モノクロ） 1 頁 66,000 円 

 表紙 2（モノクロ） 1 頁 77,000 円 

 前付け（モノクロ） 1 頁 55,000 円 

 

■広告の申込方法と締切日 

 お申し込みは下記 webアドレスでお申し込みください。 

http://www.cdsympo.com/application/  ■締切日 2022年 4月 22日（金） 

 

【広告原稿の仕様】 

○広告原稿締切日：2022年 4月 22 日（金）データ入稿 

 ※必ず印刷用トンボを付けて下さい。 

 ※PDF ファイルでのご入稿は「高解像度」を設定してください。 

〇広告寸法： 1 頁：左右 18cm 天地 26cm 以内 

 ※広告原稿制作費などの諸経費は実費を頂戴いたします。 

 ※本書の贈呈：広告 1 件につき 1 冊贈呈いたします。 

 

【お問い合わせ】 

日本プロセス化学会 2022サマーシンポジウムデスク 化学工業日報社 企画局内 

〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町 3-16-8 TEL 03-3663-7936  FAX 03-3663-7861 

URL http://www.cdsympo.com/process2022/ e-mail sympo@chemicaldaily.co.jp 

http://www.cdsympo.com/application/
http://www.cdsympo.com/process2022/
mailto:sympo@chemicaldaily.co.jp

