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開催の主旨 

2018 年 9 月 10 日から同月 14 日まで 5 日間にわたって、愛媛大学農学部にて農

業食料工学会・日本農業気象学会・農業施設学会・生態工学会・農業情報学会の 5

学会が合同で「農業環境工学関連学会２０１８年合同大会」を開催します。 

 この 5 学会合同大会は、農業生産と環境の関係、農耕地や農業施設の環境調節、

様々な農業生産技術の開発など、農業環境工学関連の研究や技術開発に取り組ん

でいる研究者が全国から集い、最新の研究成果を発表し、知識の向上をはかると

ともに技術の普及と合理的な対応を探るための場とするもので、農業環境工学関

連の 5 学会の研究者が一堂に会して討議・討論することによって、農業と学術の

発展に寄与することが期待されます。 

 

大会の概要 

大会概要 

開催場所：愛媛大学農学部（樽味キャンパス） 

  開催期間：2018 年 9 月 10 日(月)から 14（金）まで 5 日間 

  参加者数：約 800 名 

  主  催：農業食料工学会、日本農業気象学会、農業施設学会、 

生態工学会、農業情報学会 

研究・普及活動の分野 

  ５学会の主な研究分野は以下の通りです。 

トラクタ・整地機械 自然エネルギー 

移植機械 気象資源 

防除・管理機械 気象災害 

収穫機械 局地気候 

乾燥調製・品質評価機械 耕地熱収支 

野菜用機械 リモートセンシング 

畜産用機械 温室・グリーンハウス 

ロボティックス ライスセンタ・選果場 

バイオマスエネルギー 畜舎・鶏舎 

農作業安全・軽労化 施設栽培・水耕栽培 

情報処理技術 施設の環境調節・制御 

バイオシステム計測技術 畜産廃棄物・バイオガス 

バイオシステム制御技術 生物反応・生態反応 

食品の品質・安全  

大会内容 

  研究発表（口頭発表・ポスター発表 約 500 課題） 

  合同シンポジウム 

  各種研究部会(各学会) 

情報交換会 

 



企業展示および広告掲載のお願い 

 

学会の全国大会の開催には多額の費用が必要になります。主な経費の内訳は、

講演要旨のＣＤ制作費およびプログラム集（Ａ４版 モノクロ）印刷費、会場費、

人件費（アルバイト）、などです。このような大会経費は本来大会参加費、学会本

部からの補助金など、自己資金で賄うのが建前でありますが、自己資金だけでは

相当額の経費の不足が見込まれます。 

 つきましては、諸事多端の折り誠に申しあげかねますが、上記の趣旨にご理解、

ご賛同をいただき、下記のような企業展示のおよびプログラム集への広告掲載の

形でご協力をいただきたく、お願い申し上げます。なお、大会プログラム集（Ａ４

版 モノクロ印刷）につきましては、講演要旨 CD と併せて，関連 5 学会会員への配布

と販売をいたします。 

 詳細につきましては、下記のようにご案内申し上げます。 

 

                 農業環境工学関連学会２０１８年合同大会 

                          実行委員長 羽藤 堅治 

 



企業展示のご案内 

 

1. 展示区画と料金    

① 屋外展示：３０,０００円／1 区画 

１区画の大きさ：間口５ｍ、奥行３ｍ 

設備：電源なし(発電機等も不可） 

テント，机，椅子等は持ち込み可 

展示中のエンジン駆動など不可（騒音防止のため） 

② 屋内ブース展示９０,０００円／１区画 

１区画の大きさ：間口２ｍ、奥行２．５ｍ 

設備：展示用テーブル 1.2m×2.4m， 

電源コンセント：2 個/ブース 

（容量：会場①：15A/ブース，会場②：10A/ブース） 

ポスター等の展示用パネル×２枚（W0.9m×H2.1m/1 枚） 

③ 屋内カタログ展示：５０，０００円／１スペース 

１区画の大きさ：間口１ｍ、奥行１ｍ  

設備：ポスター等の展示用パネル×１枚（W0.9m×H2.1m/1 枚） 

 

2. 展示期間 ９月１１日（火）から９月１３日(木)、３日間 

    （９月１０日(月)午後から搬入･設営可） 

 

3. 申込方法 添付の申込書に必要事項を記入し、下記に E-mail，FAX または郵 

  送でお送りください。 

4. 申込期限 ２０１８年 ６月 ３０日（土） 

5. 申込先 〒790-8566 愛媛県松山市樽味 3-5-7 愛媛大学 農学部内 

  農業環境工学関連 5 学会 2018 年合同大会 企業展示広告担当 

   森松和也 

     TEL：089-946-9967  

   E-mail: federation2018@agr.ehime-u.ac.jp 

6. 振込期限 ２０１８年６月３０日（土） 

7. 振込先 

 （ゆうちょ銀行に口座がある方） 

      口座記号番号： 01610－7－43119 

     口座名称： 日本農業環境工学関連学会連盟合同大会 

 （他の金融機関から振込む場合） 

  金融機関名：ゆうちょ銀行 

  店名：一六九（イチロクキユウ） 

  店番：１６９ 

  預金種目：当座 

  口座番号：0043119 

  口座名称：日本農業環境工学関連学会連盟合同大会 

 



8. 特典 参加企業 1 社につき 1 名を合同懇親会にご招待いたします。２名

  以上の場合は特別価格（￥4000）にて参加いただけます。  

9. その他 お振込み確認後に、事務局から領収書をご送付します。請求書等必 

  要な場合は、担当者へご連絡ください。 

  配置等の詳細は８月上旬にお知らせいたします。 

その他不明な点は、担当者へお問い合わせください。



広告掲載のご案内 

 

1. 掲載サイズと料金 １ページ（縦 28 ㎝×横 18 ㎝）  ５０，０００円  

   １／２ページ（縦 12.5 ㎝×横 18 ㎝） ３０，０００円  

   １／４ページ（縦 6.5 ㎝×横 18 ㎝） ２０，０００円 

 

２ 広告原稿体裁 Ａ４サイズ 1 ページの白地に、指定サイズの広告を挿入し

   たＰＤＦ電子媒体 

  黒１色刷（モノクロ、グレースケール）        

  原稿はスキャナー等を利用せず電子的に作成して下さい． 

 

3. 申込方法 添付の申込書に必要事項を記入し、広告原稿と併せて、下記に 

  E-mail でお送りください。 

 

4. 申込期限 ２０１８年 ６月 ３０日（土） 

 

5. 申込先 〒790-8566 愛媛県松山市樽味 3-5-7 愛媛大学 農学部内 

  農業環境工学関連 5 学会 2018 年合同大会 企業展示広告担当 

   森松和也 

     TEL：089-946-9967  

   E-mail: federation2018@agr.ehime-u.ac.jp 

 

6. 振込期限 ２０１８年６月３０日（土） 

 

7. 振込先 

 （ゆうちょ銀行に口座がある方） 

      口座記号番号： 01610－7－43119 

     口座名称： 日本農業環境工学関連学会連盟合同大会 

 （他の金融機関から振込む場合） 

  金融機関名：ゆうちょ銀行 

  店名：一六九（イチロクキユウ） 

  店番：１６９ 

  預金種目：当座 

  口座番号：0043119 

  口座名称：日本農業環境工学関連学会連盟合同大会 

 

8. その他 お振込み確認後に、事務局から領収書をご送付します。請求書等

  必要な場合は、担当者へご連絡ください。 

  大会終了後にプログラム集を送付させていただきます。 

  その他ご不明な点は、担当者へお問い合わせください。 

 



農業環境工学関連学会２０１８年合同大会 

企業展示および広告掲載 申込書 

 

 

  表記事業の趣旨に賛同し、企業展示・広告掲載の申し込みをいたします。 

 

                    平成   年   月   日 

 

                      所在地     

 

                      機関（社）名 

 

                      代表者名 

 

 

①屋外展示  

      区画数      区画、  合計金額 金        円 

 

②屋内展示  

      区画数      区画、  合計金額 金        円 

 

③屋内カタログ展示  

      区画数      区画、  合計金額 金        円 

 

  ④広告掲載 

      ページ数    ページ、  合計金額 金        円 

 

（本件の担当者をご記入下さい） 

    担当者氏名 

 

    所   属 

 

    住   所    〒 

 

    電話番号 

 

    ＦＡＸ番号 

 

  Ｅメールアドレス 

本申込書は，大会ホームページ（http://rigs.agr.ehime-u.ac.jp/federation/）か

らもダウンロードできます（Word 形式，PDF 形式）。 


