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「第 1 回 CSJ 化学フェスタ －2011 世界化学年記念大会ー」 

企業 R&D 展示ブース・企業 R&D セッション 

参加企業募集のご案内 
 

公益社団法人 日本化学会 

 CSJ 化学フェスタ実行委員会 委員長 

 多田啓司（旭化成） 

西出宏之（早稲田大学） 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

本会には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、本会では今年度より新たに秋季事業として、以下の 2 点を趣旨とする「第1 回 CSJ 化学フェスタ －

2011 世界化学年記念大会―」を、11 月 13 日～15 日に早稲田大学で開催することといたしました。 

1. 最先端の化学と化学技術に関する産学官の交流深耕による化学、化学技術及び産業の発展へ

の寄与とイノベーション強化 

2. 化学の成果と未来に向けた化学の貢献努力の社会への発信 

この CSJ 化学フェスタでは、「テーマフェスタ：エネルギー問題と化学」、「産学官交流フェスタ」、「2010 ノー

ベル化学賞講演会」、「学生ポスターセッション」等の様々なプログラムをご用意しております。 

 今回は CSJ 化学フェスタの参加者に向けて、貴社の研究アクティビティを発信出来る場として以下の 2 つ

の企画を開催する計画です。産業界からの参加者だけでなく、ポスターセッションで発表する学生も多数集

まる機会になると予想されます。 

 つきましては、貴社に本企画の活用を是非ご検討願いたく、ご案内申し上げる次第です。 

敬具 

記 

「企業 R&D セッション」      （11 月 14 日開催） 

化学系企業数社より最前線に立つ研究者・マネージャーの方々に登壇いただき、以下のようなテーマで

の企業アピールを自由に説明いただきます。様々な角度から個性ある研究開発や研究者の生きざまが

実感されるセッションになることを期待いたします。 

テーマ例 １）企業の技術・製品の紹介～特徴ある技術、勝負をかける商品～ 

  ２）企業の研究開発の紹介～プロジェクト成功体験、研究苦労話～ 

「企業 R&D ブース展示」      （11 月 14 日・15 日開催） 

多数の企業が以下のようなテーマでブース展示を行います。各社の特徴技術や研究開発状況がいろい

ろな切り口で個性豊かに紹介頂けることを期待いたします。 

テーマ例 １）自慢の製品の陳列紹介              

  ２）得意技術や研究トピックスの説明 

  ３）研究開発の特徴や成功例の説明 

  ４）実演、デモ、カタログ頒布、その他 

以上 

第１回 CSJ 化学フェスタ概要 

■名称   第 1 回 CSJ 化学フェスタ －2011 世界化学年記念大会― 

■主催  公益社団法人 日本化学会 

■共催  早稲田大学 

■会期  2011 年 11 月 13 日（日）～15 日（火） 

■会場  早稲田大学 大隈記念講堂大講堂、大隈記念講堂小講堂、小野記念講堂 

■企画  テーマフェスタ：エネルギー問題と化学、産学官交流フェスタ、企業 R&D セッション、 

  企業 R&D 展示ブース、学生ポスターセッション、公開プログラム：CSJ 化学フェスタ前夜祭、 

  公開講座：未来社会に向けたイノベーション、2010 ノーベル化学賞講演会、 

  2011 ノーベル化学賞解説講演会 

■参加費 ・正会員予約 12,000 円（当日 14,000 円） ・学生会員 予約不可（当日 0 円） 

  ・非会員予約 22,000 円（当日 24,000 円） ・非会員学生  予約不可（当日 1,000 円） 

■登壇料 ・学生会員 3,000 円   ・非会員学生 4,000 円 

■事務局 日本化学会 企画部 河瀬・美園 

  電話: 03-3292-6163 E-mail: festa@chemistry.or.jp URL: http://www.csj.jp/festa/ 
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企業 R&D 展示ブース募集要項 

■名称： 企業 R&D 展示ブース 

■日時： 2011 年 11 月 14 日（月）・15 日（火） 

 各日 10 時 30 分～16 時 30 分 

■会場： 早稲田大学 小野記念講堂ロビー 

※ 企業 R&D セッション会場の隣。学生ポスター

セッション会場内(下記参照) 

■開催形態： 

会場に展示ブースを設け、学生ポスターセッショ

ンで発表する学生をはじめとする CSJ 化学フェス

タに参加する産業界・アカデミアの方々に対し、各

社個別に研究アクティビティをご紹介頂きます。

前述のテーマ例のいずれでも結構ですので自由

にご紹介ください。またブースに常時居なければな

らないという制限はなく任意にブースをご利用いた

だいて結構です。 

■募集数： 22 社（予定） 20 社 

■ブース出展料： 50,000 円（税別）/1 日 

※ 説明者（2 名まで）は無料で CSJ 化学フェスタ

へ参加できます。 

※ お得な『企業 R&D 展示・セッションパック』は

70,000 円（税別）です（3 名まで無料招待）。 

■設備 

バックパネル 2 枚、机 1 本、社名板、画鋲を用意

します。電源は会場附帯設備を利用するため事

前に申請下さい。なお、各社 PC1 台程度の利用

を想定しています。(下記参照) 

■小間割 

実行委員会で、申込み順位、会場の構成等を勘

案して割り当てを決定します。 

■搬入・搬出 

展示時間の前後 30 分とします。 

■申込方法・申込締切日 

E-mail にて①出展日、②電源使用の有無と使用

予定機器、③貴社名、担当者連絡先を記入の上、

festa@chemistry.or.jp 宛にお申込み下さい。 

申込締切日：2011 年 8 月末日→10/14(先着順) 

■料金のお支払について 

申込締切後に請求書を送付いたしますの、指定

口座へお振込下さい。 

企業 R&D セッション募集要項 

■名称： 企業 R&D セッション 

■日時： 2011 年 11 月 14 日（月） 

 10 時 30 分～12 時 30 分 

■会場： 早稲田大学 小野記念講堂 

※ 企業 R&D 展示ブース・学生ポスターセッショ

ン会場の隣(下記参照) 

■開催形態： 

学生ポスターセッションで発表する学生をはじめと

するCSJ化学フェスタに参加する産業界・アカデミ

アの方々に対し、各社個別に 20 分程度の説明を

行って頂きます。 

■募集数： 6 社（予定） 

■セッション登壇料： 50,000 円（税別） 

※ 登壇者（１名まで）は無料で CSJ 化学フェスタ

へ参加できます。 

※ お得な『企業 R&D 展示・セッションパック』は

70,000 円（税別）です（3 名まで無料招待）。 

■セッションプログラム 

①10:30-、②10:50-、③11:10-、 

④11:30-、⑤11:50-、⑥12:10- 

※実行委員会で全体の構成を勘案してプログラ

ムを決定します。 

■講演機材 

会場にはプロジェクター・スクリーン・レーザーポイ

ンタ・マイク・RGB ケーブルを用意します。投影用

の PC は各社でご持参下さい。 

■申込方法・申込締切日 

E-mail にて貴社名、担当者連絡先を記入の上、

festa@chemistry.or.jp 宛にお申込み下さい。 

申込締切日：2011 年 8 月末日 9/20 募集終了 

■料金のお支払について 

申込締切後に請求書を送付いたしますの、指定

口座へお振込下さい。 
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■会場レイアウト（予定） 
※会場の都合により変更になる場合もあります。 

■展示ブース小間図（予定） 


