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この度、第22回真空に関する国際会議（IVC-22）を下記のとおり札幌にて開催する運びとな
りました。本会議は真空に関する科学・技術の応⽤の国際連合（IUVSTA）からの委託により、
真空関係で世界最⼤の国際会議として1958年から3年ごとに開催されて参りました。⽇本では過
去に、京都(1974年)、横浜（1995年）で開催し、次回札幌が3回⽬の開催となります。
真空⼯学、表⾯・ナノ科学・分析、薄膜・スパッタ、半導体材料、バイオ等広汎な分野をカバーし、
国内、アジア、欧⽶諸国の研究者・技術者と交流し⽇本のプレゼンスを⽰す絶好の機会となります。
真空に関する科学・技術は、産業界と学界の緊密な連携のもと発展してまいりました。本会議も、
学術発表と企業展⽰・プレゼンを軸に、学界・産業界の著名⼈による基調講演、そして、産業分野
をトピックスにした特別セッションを予定しております。さらには協賛頂いた企業様を参加者に向けア
ピールするプログラムも多数⽤意し、本会議が充実したものとなるよう、鋭意企画を進めているところ
です。関係各位の皆様との情報交換や学術的交流を深め、我が国の真空⼯学研究の発展に寄
与できる機会を展開したいと祈念しております。

つきましては、本会議の趣旨と意義にご賢察いただき、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。

公益社団法⼈⽇本表⾯真空学会 会⻑ 重川秀実
IVC-22 実行委員⻑ 福⾕克之

ご挨拶・お願い



1．会議の名称 The 22nd International Vacuum Congress (IVC-22)

2．主 催 （公社）⽇本表⾯真空学会, ⽇本学術会議(予定)

Endorsed by International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA)

協 賛 一般社団法⼈⽇本真空⼯業会，その他関連学会

後 援 北海道、札幌市

3．開 催 時 期 2022年9月11⽇ (⽇) ～16⽇ (金) ［6⽇間］

4. 開 催 場 所 札幌コンベンションセンター

(〒003-0006北海道札幌市白石区東札幌6条1丁⽬1-1)

5. 参加予定者 1500⼈（うち国外：500⼈）

6 . 企 業 展 ⽰ 80ー100社（予定, 海外企業含）

7. 会場アクセス

札幌コンベンションセンター外観

開催概要

札幌市営地下鉄東西線東札幌駅より徒歩８分 2



1. スポンサーシップパッケージ
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スポンサーシップパッケージ①

Platinum
￥1,800,000-

（消費税込）

募集数：3

Gold
￥800,000-

募集数：5

（消費税込）

Silver
￥400,000-

募集数：10

（消費税込）

【会期前】
■公式ホームページ
■Web抄録アプリ
■抄録広告掲載

【会期当⽇】

≪ロゴ掲載≫
■ネームストラップ
■案内看板
■マスクケース
■コーヒーブレイク⽤ 紙コップ
■スポンサーボード（フォトスペース）

≪広告≫
■幕間・CM広告
（動画・スライド1枠1分）
■デジタルサイネージ広告（1枠1分）

≪その他特典≫
■参加ご招待 5名
■展⽰出展料の割引 1小間175,000円
■商談ルーム使⽤権（1⽇2時間×2⽇間）
■冠賞
（1社につき3名に、賞状と賞金を授与）
■ランチョンセミナー枠

【会期前】
■公式ホームページ
■抄録広告掲載

【会期当⽇】

≪ロゴ掲載≫
■案内看板
■マスクケース
■スポンサーボード（フォトスペース）

≪広告≫
■幕間・CM広告
（動画・スライド1枠30秒）
■デジタルサイネージ広告（1枠1分）

≪その他特典≫
■参加ご招待 4名
■展⽰出展料の割引 1小間200,000円
■ランチョンセミナー枠

【会期前】
■公式ホームページ
■抄録広告掲載

【会期当⽇】

≪ロゴ掲載≫
■スポンサーボード（フォトスペース）

≪広告≫
■幕間・CM広告
（動画・スライド1枠30秒）

≪その他特典≫
■参加ご招待 2名
■展⽰出展料の割引 1小間225,000円
■ランチョンセミナー枠
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スポンサーシップパッケージ②

項目 備考Platinum Gold Silver

¥1,800,000 ¥800,000 ¥400,000

【会期前】

広告掲載

公式ホームページ 1 1 1 HPへ企業バナーのリンク掲載

Web抄録アプリ 1 ― ― アプリページ内へ企業バナーのリンク掲載

抄録広告掲載 1 1 1 後付１ページ、カラー

【会期当⽇】

ロゴ掲載

ネームストラップ 1 ― ―

各種案内看板 1 1 ―

マスクケース 1 1 ―

コーヒーブレイクのカップ 1 ― ―

スポンサーボード（フォトスペース） 1 1 1 記念撮影用背景ボードへのロゴ掲載

広告

幕間・CM広告（動画・スライド ）
1 1 1

入れ替わりにて休憩時間中のスクリーンへ表示
（1分） （30秒） （30秒）

デジタルサイネージ広告（1枠1分） 1 1 ― 入れ替わりにてエントランス内ディスプレイへ表示

その他特典

参加証の無料提供（一般参加） 5 4 2 ご招待

展示出展料の割引 1小間 ￥175,000 1小間 ￥200,000 1小間 ￥225,000

商談ルーム使用権（1⽇2時間×2⽇間） 1 ― ―

冠賞（講演者の表彰） 3 ― ―

ランチョンセミナー枠（※コロナ禍の場合は上映で対応） 1 1 1
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(1) スポンサーシップパッケージのお申込方法

スポンサーメニュー申込書に必要事項をご記入の上、

メールまたは、FAXでお申込みください。申込書受領後、請求書をお送り致します。

＜お申込み／お問い合わせ＞
The 22nd International Vacuum Congress運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4丁⽬1北海道ビル
TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152 E-mail：ivc2022@c-linkage.co.jp

(2) 申込締切：2022年2月28⽇（月）

(3) お申込みに関する諸注意
・お申し込み後の取り消しは、原則できません。

・グループ・団体・関係会社等が共同申込する場合、代表者を決めてお申し込みください。

(4) 不可抗力による開催中止
・天災、感染症、テロ、国・行政などからの指⽰・命令、その他不可抗力などにより開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、

開催中止、開催期⽇・開催時間の短縮、開催延期を行うことがあります。その場合、主催者が上記の決定後、速やかに協賛企業に通知・公表することとします。

なお、この決定および実行により被る損害ついては、主催者は一切の責任を負わないものとします。

・開催以前に、不可抗力により全⽇程が開催中止となった場合、主催者は既に発生した経費を差し引いたスポンサー費⽤の残額を返金します。

・開催中に発生した不可抗力により、開催期⽇・開催時間を短縮した場合については、スポンサー費⽤等は返金しません。また、それによって協賛者が要した費⽤等に

ついては補償しません。

(5) 新型コロナウイルス感染症対策に関して
・本会開催にあたっては、自治体・業界団体・会場施設が⽰す基本方針・ガイドラインに沿った対策を実施し新型コロナウイルス感染拡⼤防止にご協力ください。

スポンサーシップパッケージ募集要項
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2. スポンサーシップパッケージアイテムと特典
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・234×60ピクセル(予定)

・カラー
・GIF方式、JPG方式、PNG方式
掲載⽤バナー・リンク先URLを
御社よりご提供いただきます。

【公式ホームページ バナー広告】

スポンサーシップパッケージアイテムと特典①

・会期中の抄録が閲覧できるiOS、

Androidに両対応の無料モバイル

⽤アプリ・画⾯下部にバナー広告を

掲載

・申込数に応じて、掲載時間を調整

【Web抄録アプリ バナー広告】1

・掲載ロゴ：カラー

・御社データをご提供いただきます

【マスクケース】

・展⽰会場、受付付近

・1枠1分

・画像データはJPG形式完全原稿で

御社よりご提供いただきます

【デジタルサイネージ広告】

・会場スクリーンでの広告表⽰

・セッション間の休憩時間にループで

表⽰されます。

・広告原稿はパワーポイントスライドまたは

動画データを御社よりご提供いただきます

【幕間・CM広告（動画・スライド）

企業ロゴ

・A4サイズ

・1ページ

・モノクロ

・広告原稿はeps形式完全原稿で

御社よりご提供いただきます

【プログラム集 後付1ページ 広告掲載】

・A4サイズ

・½ページ

・モノクロ

・広告原稿はeps形式完全原稿で

御社よりご提供いただきます

【プログラム集 後付½ページ 広告掲載】

後付1/2頁後付1頁

※スポンサーアイテムの写真・図は全てイメージです
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スポンサーシップパッケージアイテムと特典②

・ロゴ＆社名文字プリント

※ストラップの仕様については、

申込後に別途連絡

【ネームストラップ】 【各種案内看板】

・コーヒーブレイクの際に使⽤するカップに

各企業のロゴを印字し、参加者に提供。

【コーヒーブレイクのカップ】 【スポンサーボード（フォトスペース）】

・参加証の無料提供（一般参加）

・展⽰出展料の割引

・商談ルームの使⽤権（1⽇2時間×2⽇間）

・ランチョンセミナー枠（※コロナ禍の場合は上映で対応）

【その他特典】 【冠賞（講演者の表彰）】

企業

ロゴ

・会場入り口付近に企業ロゴが

掲載されたボードを設置いたします。

・フォトスペースとしても利⽤可能。

・会場内設置看板に企業ロゴ掲載

※スポンサーアイテムの写真・図は全てイメージです

・本国際会議での若手講演者の表彰事業を支援。

・表彰タイトルに貴社名を付記。

・1社につき3名、賞状と賞金を授与。

※審査等はIVC-22実行委員会が執り行います。

※貴社名での表彰対象研究分野については貴社の

ご意見を反映いたします。

※表彰はバンケットにて行い、貴社の代表者から

受賞者に授与していただきます。

9

Room A

Sponsors
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企業

ロゴ



(1) 出展料

基礎小間 250,000円／1小間

(2) 出展小間プラン仕様

【仕様】

社名板
2口コンセント電気

1枚（1社につき）
1口（1小間につき）100V/0.5kw

壁⾯白色パネル
長机(W1800×D600×H700)
椅子
テーブルクロス（白布）

3枚
1台（1小間につき）
2脚（1小間につき）
1枚（1小間につき）

・出展小間の配置などは申込締切後、主催者にて決定いたしますのでご一任

願います。
・特別装飾、電源⼯事などご希望の場合は別途料金となります。
運営事務局までご相談ください。

・複数小間でお申込みの場合、小間の形状はイメージと異なります。
・電気⼯事費/電気使⽤型について
・基礎小間プランには1小間につき下記のおり2口コンセントと電気が出展料に
含まれます。
・それ以上の電気容量をご希望の場合は有料オプションとなり、各出展社の
ご負担となります。

展示ブース情報（参考）

W2700mm

W1800mm

D600mm

W3000mm

D2000mm

H2100mm
社名板

蛍光灯

展⽰机 (白布付)き)

※スポンサーシップパッケージをお申込みされている企業様は

出展料が以下の通りとなります。

Platinum ・・・ 175,000円/1小間

Gold ・・・ 200,000円/1小間

Silver ・・・ 225,000円/1小間

・出展お申込みは別途行うこともできます。

・出展お申し込み後の取り消しは、原則できません。

・小間割は、出展規模に基づき事務局側で調整の上、決定いたします。

・グループ・団体・関係会社等が共同出展する場合、代表出展者を決めて

お申し込みください。

・自社小間内での展⽰販売は可能です。

・各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等に

ついて主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

(3) お申込みに関する諸注意
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展示ブース設置エリアイメージ

■大ホール ■エントランス （ウェルカムコート周辺）

展⽰ブース

ポスターセッションスペース

参加受付エリア
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メイン入口
エントランス

←地下鉄東札幌駅方⾯

メイン会場
展⽰・ポスター会場
（⼤ホール）

2
F

会場１階平⾯図

展⽰・ポスター会場
（エントランスホール）

12



3. お申込み
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申込締切： 2022年2月28⽇（月）

※ 本申込書ご提出後のキャンセルは、原則としてお受けする事ができませんので予めご了承ください。
万が一キャンセルの場合でも、スポンサー料の全額をお支払いいただくことになりますのでご注意下さい。

※ 本申込書受領後、運営事務局より請求書を発行いたします。
※ 掲載の内容は諸事情により予告無く変更される場合があります。ご質問・ご確認等は右記

のThe 22nd International Vacuum Congress 運営事務局までご連絡いただきます
ようお願い申し上げます。

申込⽇ ： 年 月 ⽇

The 22nd International Vacuum Congress(IVC-22)運営事務局

株式会社コンベンションリンケージ内

〒060-0002 札幌市中央区北二条西4丁⽬1 北海道ビル

TEL：011-272-2151 FAX：011-272-2152

E-mail：ivc2022@c-linkage.co.jp

下記のとおりスポンサーシップを申込みます

■ お申込み・お問合せ先■

◆お申込み希望のスポンサーメニューに申込数をご記載ください。会社名 ※印刷物及び公式ホームページに掲載可能な社名

英文会社名 ※印刷物及び公式ホームページに掲載可能な社名

所在地 〒

代表者(責任者)名（フリガナ） 部署・役職

ご担当者名（フリガナ） 部署・役職

電話番号 Fax番号

E-mail

御社URL ※印刷物及び公式ホームページに掲載可能なURL

http://

合計金額（税込） ¥

スポンサーメニュー申込書

スポンサーメニュー 金額（税込） 申込数

Platinum ¥1,800,000 

Gold ¥800,000

Silver ¥400,000

出展料（1小間） 金額（税込） 申込数

Platinum ￥175,000

Gold ￥200,000

Silver ￥225,000

◆スポンサーシップパッケージの他に出展をご予定される場合は、以下
申込数にご希望の小間数を記載ください。

mailto:ivc2022@c-linkage.co.jp

