
令和4年7月吉日

令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会への出展のご案内

公益社団法人 空気調和・衛生工学会

学術事業委員会

委 員 長 柳 宇

<押 印 略>

当学会では、恒例の空気調和・衛生工学会大会において学術面・技術面の更なる充実を図る一環と

いたしまして、平成16年度より、技術展示会を開催しております。 令和4年度の大会（神戸）でも、広く

企業、並びに大学等の研究室からの技術展示を受け付けます。

研究者や技術者の密度の濃い技術交流の場、各種システムや機器の営業的なプレゼンスの場、研究

室の活動紹介の場など、本技術展示会をよろしくご活用下さい。

つきましては、下記のとおり本技術展示会への出展募集をいたしますので、奮ってお申込み頂きます

ようお願い申し上げます。

記

■開催期間 ：令和4年9月14日（水）～16日（金） （設営・撤去に要する数時間を含む）

■開催場所 ：神戸大学 六甲台第２キャンパス 工学研究科・LR棟（講義棟）1階 学生 ホール（Studio one）

（神戸市灘区六甲台町1-1）

■展示内容 ：①企業向けコマ：実機、技術紹介パネル、解析事例、パンフレット など

②大学研究室向けコマ：研究活動・研究成果の紹介、出版物の紹介 など

■募集コマ数：①企業向けコマ：20コマ（1コマ平面寸法：間口1.8ｍ☓高さ2.1ｍ☓奥行0.9ｍ）

②大学研究室向けコマ：20コマ（1コマ寸法：横1.8ｍ☓高さ2.1ｍ、ポスター用平板）

■出展費用 ：①企業向けコマ：1コマあたり10万円（大会参加費1名分含む、税別）

②大学研究室向けコマ： 1コマあたり3万円（税別）

■申込方法 ：同封の「別紙3 出展申込書」に所定事項を記入し、以下の担当窓口に、メールまたはFax

にてお申込み下さい。

注）先着順により、上記コマ数になった時点で締め切らせて頂きます。

公益社団法人 空気調和・衛生工学会

事務局 学術事業委員会担当 半田 務、小池 陽介

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビル4F

TEL 03-5206-3608（直通）、03-5206-3600（代表）

FAX 03-5206-3603

メール handa@shase.or.jp



別 紙 1 技術展示会出展案内詳細（1） ＜申し込みから展示・撤去までのフロー＞

別 紙 2 技術展示会出展案内詳細（2） ＜各展示コマの仕様と展示会場内のコマレイアウト＞

別 紙 3 技術展示会出展案内詳細（3） ＜出展申込書＞

別 紙 4 展示オプション レンタル品一覧

別 紙 5 展示オプション申込書

別 紙 6 技術展示会 会場位置図



令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会出展案内詳細（1）

＜申し込みから展示・撤去までのフロー＞

別 紙 1

（1）出展申し込み（ 別紙3 利用）

【締切日：先着順、最終8/12（金）】

（2）出展内容確認【順次】

（4）オプション・備品の申し込み

【締切日：8月19日（金）】

（5）出展者宛最終確認【8月下旬】

出展申込書（ 別紙3 ）に所定の事項をご記入の上、

空気調和・衛生工学会宛にFAXまたはメールにて申
し込み下さい。（先着順で予定コマが埋まり次第締
切）

学会担当：半田務

TEL：03-5206-3600   FAX 03-5206-3603

メールhanda@shase.or.jp

・学術事業委員会担当が出展内容を確認させて

頂きます。

別紙4 をご参照の上、必要なオプションやレンタ

ル備品を 別紙5 により、以下の展示会担当会社

へお申し込み下さい。

株式会社 洋化屋
〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3丁目15-20
TEL：078-851-8465 FAX：078-811-9100
メール nakahata@yokaya.co.jp
担当：中畠 史雄（ナカハタ フミオ）

学術事業委員会担当より、準備状況や設営・撤去

のスケジュール等の最終確認をさせて頂きます。

＜大会開催期間＞

9月14日（水） 8：30～12：30 展示品搬入・飾り付け

9月14日（水） 13：00～17：00 展示

9月15日（木） 9：00～17：00 展示

9月16日（金） 9：00～12：00 展示

9月16日（金） 12：00～17：00 展示品撤去・片付け

注）展示内容ガイドブックは

展示会場で配布

（6）出展費用の請求【9月以降順次】

【振込期限：10月31日（月）】

出展料及びオプション・備品の費用を合わせて請求
させていただきます。



令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会出展案内詳細（2）

＜各展示コマの仕様と展示会場内のコマレイアウト＞

別 紙 2

（1）各展示コマの基本仕様（企業向け）

コマスペース ： W1800×D900×H2100

① パネル1式（右図の寸法仕様）

※画鋲止めは不可。

養生テープ固定のみ。

② 展示会仕様の名称掲示。

W900×H200、スミ文字、角ゴシック

③ 蛍光灯（1灯）

※パラペット裏側に設置。

100V電源はオプションとなります。

※展示オプションについて

別紙4 のオプション一覧より

ご希望品を選択し、別紙5 にて申込

願います。（白布・カタログスタンド等）

◇100V 500Wの電力もコンセントで

供給可能。（オプション扱い）

※コマスペースについて

会場の都合により、最大2コマ横並びまで、お申込み可能です。

（2コマスペース ： W3600×D900×H2100）

但し、その場合は、展示会仕様の名称掲示は1つになります。

（2）展示会場内のコマレイアウト

※1 : レイアウトは応募状況により変更される可能性があります。

※2 : 各展示者の配置は、学術事業委員会にて申込状況を含め協議し、決定いたします。

※3 : 学術事業委員会で決定したレイアウトは、後日お知らせします。

（3）会場位置は、 別紙6 会場位置図をご確認ください。

場所 :神戸大学 六甲台第２キャンパス 工学研究科・LR棟
（講義棟）1階 学生 ホール（Studio one）



令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会出展案内詳細（3）
別 紙 3

＜出展申込書（企業）＞

空気調和・衛生工学会 事務局

学術事業委員会 担当 半田 務 宛

FAX 03-5206-3603

メール handa@shase.or.jp

公益財団法人空気調和・衛生工学会 学術事業委員会

委員長 柳 宇 殿

以下の内容にて「令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会」への出展を申し込みます。

（申込日） 年 月 日

（貴社名・部署） （申込者氏名）

（印）

貴社名

社名英文表記

住所

担当部署

担当者役職・氏名

電話番号

担当者E-mailアドレス

出展希望のコマ数

出展内容・技術名・品名

等（箇条書き等で簡明に）

展示方法
（該当する□にチェック願います）

電力に関するご確認

パラペット表示仕様
（表示社名・ロゴ等）

事務局への要望・質問

事項等（請求書等の送付先が

上記と異なる場合には、ここに

ご記入ください）

連絡先

等

展示

内容

その他

〒

FAX番号

コマ

□パネル掲示（ 枚） □模型展示 □ビデオ上映

□実物・製品展示 □実演 □資料配布

その他（ ）

電力（テーブルタップ） □要 □不要

W

※電力を使用する場合は電気容量（ワット数）をご記入ください。



その他・掲載品以外もお問い合わせくださいオプションレンタル備品

１ ２ ３

パイプイス
W448×D465×SH400
座面：ブルー（レザー）座面：ブルー（レザー）

スタッキングチェア
W500×D530×SH420

4 5

7

貴名受

材質：アクリル
W200×H150

【価格】1,500円

W1800×D600×H700

座面：アイボリー（レザー）

テーブルC（W1800）

12 13

テーブルA（W1500）
W1500×D450×H700

テーブルB（W1800）
W1800×D450×H700

11

ユニバーサルスタンド

材質：クロームメッキ

※パネルは付属しません

W510×D300×（H1120～1800）
L型サインスタンド
W500～800×H1300～H2300

サインスタンド

材質：クロームメッキ
W300×D300×（H1100～1800）

【価格】600円 【価格】1,200円 【価格】2,500円

【価格】3,200円【価格】3,000円

  φ600×H1000

円形テーブル
  φ750×H700
  φ600×H700
D
E
F

８ ９ 10
D E F

【価格】5,000円
【価格】3,000円

【価格】2,000円 【価格】4,000円

6

テーブルクロス
W3000×D1600
ポリエステル 【価格】1,000円

14

卓上カタログスタンド

A4・2段
W235×D125×H258

【価格】1,500円

【価格は税抜きです】

別紙 ４



その他・掲載品以外もお問い合わせくださいオプションレンタル備品

17

18 20

15 16

19

液晶テレビ20インチ
W530×D170×H370

液晶テレビ50インチ
W1190×D300×H750 

モニター用フロアスタンド（モニタ別）
W1142×D760×H1865

ブルーレイプレーヤー iPad Wi-Fiモデル カタログスタンド

A4・12段
W250×D550×H17009.7インチモデル・卓上スタンド付接続端子：HDMI

【価格】4,000円

【価格】6,000円
500Wh

22

ポータブル電源

23

屋内用・枚数応相談・納期１～２週間
各種サインパネル・チラシ

【パネル出力】
【チラシA4フルカラー/500枚～】

【価格】50,000円【価格】12,000円 【価格】10,000円

【価格】3,000円 【価格】8,000円

【価格】別途お見積

21

ノートパソコン
Windows10 Office (Microsoft PowerPoint)

【価格】20,000円

【価格は税抜きです】



お申込日 月 日　

ＴＥＬ

ＦＡＸ

オプションレンタル備品をご希望の場合は、下記の申込欄にご記入ください。

価格は全て税抜きです

No. 単価（税抜き） 申込数 金額

1 ¥600

2 ¥1,200

3 ¥2,500

4 ¥3,000

5 ¥3,200

6 ¥1,000

7 ¥1,500

8 ¥5,000

9 ¥5,000

10 ¥5,000

11 ¥3,000

12 ¥2,000

13 ¥4,000

14 ¥1,500

15 ¥12,000

16 ¥50,000

17 ¥10,000

18 ¥3,000

19 ¥8,000

20 ¥4,000

21 ¥20,000

22 ¥5,000

23 ASK

数量

〒658-0053　神戸市東灘区住吉宮町3丁目15-20

担当：中畠　史雄（ナカハタ　フミオ）

株式会社洋化屋   

TEL：078-851-8465　　FAX：078-811-9100　 メール nakahata@yokaya.co.jp

ご担当者名

 ipad　Wi-Fiモデル  9.7インチモデル　卓上スタンド付

サイズ・仕様

W1800×D600×H700　天板：白

令和4年度空気調和・衛生工学会大会（神戸）技術展示会

円

Φ600×H700　天板：白

Φ600×H1000　天板：白

W300×D300×H1100~1800

ノートパソコン Windows10　Office付　PPTまで

ブルーレイプレーヤー 出力端子：HDMIのみ

パネルサイズ：W510~、H350~1100

挟みこみサイズW500～800　H1300～2300

W200×H150　

A4 2段　W235×D125×H258

A4 12段　W250×D550×H1700　

モニター用フロアスタンド

詳細は別途ご案内させていただきます。

合計金額（税抜き）

パイプイス

スタッキングチェア

テーブルA

テーブルB

テーブルC

W3000×D1600

卓上スタンド付

AC100V　500Wh

卓上スタンド付

円形テーブルD

各種サインパネル・チラシ

カタログスタンド

テーブルクロス

液晶テレビ20in

ポータブル電源 500Wh

サインスタンド

ユニバーサルスタンド

L型サインスタンド

貴名受

卓上カタログスタンド

円形テーブルE

円形テーブルF

液晶テレビ50in

※詳細は別途ご案内させていただきます。

レンタルの
お申込・お問合せ

オプションレンタル備品申込書※希望者のみ提出

E-Mail

貴社・大学名

※上記以外にご希望のレンタル備品がございましたら、下記空欄に内容をご記入の上展示会担当者まで送信してください。

Φ750×H700　天板：白

品名

W448×D465×SH400　座面：ブルーレザーシート

W500×D530×SH420　座面：アイボリーレザーシート

W1500×D450×H700　天板：白

W1800×D450×H700　天板：白

名称 サイズ・仕様など

別 紙 5



C3棟

食堂

コンビニ

至阪急六甲駅

至国道2号

市バス
神戸大学工学部前

LR棟（講 義 棟 ）

5W棟

受付

C4棟

技術展示会 会場位置図 別 紙 6

技術展示会会場
工学研究科・LR棟（講義棟）1階
学生 ホール（Studio one）
※受付に隣接するオープンス
ペースです。




