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TAPPI Nano 2019では、産業技術総合研究所（AIST）
ナノセルロースフォーラム（NCF）の主催によるナノセルロース展
（Nanocellulose Exhibition）が同時開催されます
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明るい未来展望

セルロース系ナノ材料の進歩によって、これまで不可能と考えられていた
新しいエキサイティングな可能性が明らかになってきました。研究開発は
驚異的な発展を遂げ、生産技術の向上、表面機能化、特性化技術、複合
材料加工など、その対象テーマの範囲もますます拡大しつつあります。

TAPPI Nano 2019は、国際的なナノ材料コミュニティが一堂に会して、
セルロース系ナノ材料の生産と利用における最新の進歩について話し合う
国際会議です。この貴重な機会を是非ご活用くださいますよう、ご案内申
し上げます。

ブランド認知の拡大 

もっぱらセルロース系ナノ材料の生産と利用をテーマとして開催される唯一の国際
会議であるTAPPI Nanoは、他のイベントでは交流する機会が得られない業界の
リーダーや潜在的なバイヤーとの情報交換を図るチャンスです。

主なメリット 

 300人を超える製品開発者、サイエンティスト、およびビジネス開発プロフェッ
ショナルと交流する機会

 最新の開発成果、応用事例、および機能に関する120件を超える専門的なプレ
ゼンテーション

 技術的な能力を展示・紹介する絶好の機会

参加国
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ブラジル
カナダ
中国
フィンランド
フランス
ドイツ

イスラエル
日本
ルクセンブルク
メキシコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
プエルトリコ
ポルトガル
ロシア

シンガポール
スロベニア
韓国
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国

出展およびスポンサーシップのご案内
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2019年の3つの特設テーマ
 自動車およびその他の製造工程
 付加製造
 リグニンおよびヘミセルロース系ナノ材料

エンドユーザーズパネル
2017年に初めて開催され、圧倒的なご支持を得たエンドユーザーズパネルが、3年
目を迎える今年も開催の運びとなりました。この人気のパネルの呼び物は、セルロ
ース系ナノ材料を自社製品の中で使用している（またはその用途を探究している）
幅広い企業から招聘した講演者の方々です。昨年のパネルでは、3M、Cabot、Ford 
Motor Company、およびKimberly-Clarkからお招きしたスピーカーにご登壇いた
だきました。

研究機関
RISE Bioeconomy
Renewable Bioproducts Institute
US Forest Products Laboratory
VTT Technical Research Centre of 

Finland

大学
Aalto University
Åbo Akademi University
Jiangnan University
Kyoto University 
McGill University 
McMaster University
Monash University 
North Carolina State University
Seoul National University
University of Tokyo

製造企業
Alberta Innovates
American Process
Bionavis
Borregaard
Blue Goose Biorefineries
CelluForce 
Chuetsu Pulp & Paper
Daio Paper Corporation
Fiberlean Technologies
Melodea
Nippon Paper Industries

サプライヤー
BASF
GL&V
Kadant
Omya
Solvay
Valmet

製紙および林産品企業
Hansol Paper
Hokuetsu Corporation
Holmen AB
Kuk-il Paper Manufacturing
Monadnock Paper Mill
Moorim Pulp & Paper
Sappi North America
Stora Enso
Tetra Pak

エンドユーザー
3M
Cabot
Ford Motor Company
Kimberly-Clark Corporation
Schlumberger

以下は昨年参加した主要な企業や組織の一例です。

出展およびスポンサーシップのご案内

求めている取引相手を見つ
けられる場
TAPPI Nanoは、バリューチェーン全
体が集結するカンファレンスであり、
研究開発機関から、製造企
業やサプライヤー、さらには
貴社の材料を使用して自社
製品の改良や新製品の製造
を図る企業まで、さまざまな
組織が参加しています。

実証されたTAPPI Nanoの価値

100% 参加者の100%が、技術的な内容は期待以上であったと回答
しています。

96% 参加者の96%が、人脈作りのための交流イベントが素晴らし
かったと回答しています。

96% 参加者の96%が、有意義な、応用性の高い知識を獲得できた
と回答しています。
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今すぐ登録 － スポンサーとして協賛する機会を今すぐ
確保して、貴社の知名度を最大限まで高めましょう
スポンサーとしてイベントに協賛することは、貴社の知名度と評判を高める効率的
かつ効果的な方法です。是非この機会に重要なカンファレンスイベントおよびサー
ビスのスポンサーとなって、再生可能材料とナノテクノロジーに対する貴社の積極
的な取り組み姿勢を広く発信しましょう。

テーブルトップディスプレイ - $1,200（各スポンサー様あたり1件まで）
各テーブルトップ展示のスポンサーシップには以下が含まれます。
 1800mm×600mmのテーブルトップ展示スペース
 50ワードの会社説明とロゴをオンサイトのカンファレンスプログラムガイドに掲載
 カンファレンス全体への参加資格1名分を無償提供（$995相当）
 テーブルトップイベントで掲示物に貴社をスポンサーとして表示

ゴールドスポンサー - $7,500（限定１社）
 30分間のスポットライトプレゼンテーション - 6月3日（月）15:30～16:00 

 開会セッションとオンサイトで掲示物に貴社をスポンサーとして表示
 1ページの広告（カラー）をカンファレンスプログラムガイドに掲載
 事前登録参加者リストの提供（1週間前）およびカンファレンス後の参加者リストの提供
 カンファレンス前のイベント宣伝資料とイベントウェブサイトへのロゴおよびリンクの掲載
 スポンサーレベル表示をウェブサイトに掲載
 カンファレンス全体への参加資格1名分を無償提供
 以上に加えて、テーブルトップディスプレイパッケージに含まれる全項目

シルバースポンサー - $5,000 
 開会セッションとオンサイトで掲示物に貴社をスポンサーとして表示
 事前登録参加者リストの提供（1週間前）およびカンファレンス後の参加者リストの提供
 カンファレンス前のイベント宣伝資料とイベントウェブサイトへのロゴおよびリンク

の掲載
 スポンサーレベル表示をウェブサイトに掲載
 半ページのカラー広告をカンファレンスプログラムガイドに掲載
 カンファレンス全体への参加資格1名分を無償提供
 以上に加えて、テーブルトップディスプレイパッケージに含まれる全項目

ブロンズスポンサー - $2,500 
 開会セッションとオンサイトで掲示物に貴社をスポンサーとして表示
 スポンサーレベル表示をウェブサイトに掲載
 カンファレンスプログラムガイドに貴社をスポンサーとして表示
 半ページのカラー広告をカンファレンスプログラムガイドに掲載
 カンファレンス全体への参加資格1名分を無償提供

カンファレンスディナースポンサー
$1,500 
 ディナー参加チケットを2名分無償提供 
 ディナールーム内の掲示物に貴社をス

ポンサーとして表示
 スポンサー様が提供する景品を参加者

に配布（ディナー会場で配布 - 品物は
スポンサー様が選択できますが、TAPPI
の承認が必要です）

独占スポンサーシップの機会 
（各スポンサー様あたり1件まで） 
 カンファレンスペン - $1,500
   （スポンサー様が提供） 
 パッドフォリオ - $2,000
   （スポンサー様が提供） 
 ネックストラップ - $2,500
   （スポンサー様が提供） 
 チェアドロップ—ランチの基調プレゼン

テーションに先立って貴社の販促資材
を各座席に置くことができます 

 • 火曜日 - $500 
 • 水曜日 - $500

カスタムスポンサーシップ　　　
パッケージ 
TAPPIでは、皆さまのご希望に合わせたス
ポンサーシップパッケージの作成も承って
います。貴社の現在のマーケティング目標
に適い、イベント参加者へのブランドの効
果的な売り込みにも役立つパッケージをご
提案いたします。料金はすべて米ドル単位です。

貴社に、そして貴社の
製品と専門知識に、
スポットライトを
当てましょう！

出展およびスポンサーシップのご案内
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アラカルトスポンサーシップの機会
ヤングプロフェッショナルミキサー - $950 

この楽しい交流イベントは、ビジネスを人脈作りに結び付ける
ユニークな機会です。
 ベント会場で掲示物に貴社をスポンサーとして表示し、会社情報をカン

ファレンスプログラムガイドに掲載するほか、カンファレンスの宣伝資
料で貴社をスポンサーとして紹介

 親睦会の掲示物に貴社をスポンサーとして表示 
 参加者向けの配布資料／パンフレット（スポンサー様が提供）

火曜日のレセプション - $1,000 
（ポスターコンペティションと組み合わせた場合：$1,700） 
 イベント会場で掲示物に貴社をスポンサーとして表示し、会社情報をカンファレンスプロ

グラムガイドに掲載するほか、カンファレンスの宣伝資料で貴社をスポンサーとして紹介 
 スポンサー様はナプキンまたはその他の販促用品を提供

ポスターコンペティション - $1,000
（火曜日のレセプションと組み合わせた場合：$1,700） 
 イベント会場で掲示物に貴社をスポンサーとして表示し、会社情報をカンファレンスプロ

グラムガイドに掲載するほか、カンファレンスの宣伝資料で貴社をスポンサーとして紹介 
 スポンサー様はナプキンまたはその他の販促用品を提供

コーヒーブレイクスポンサー（休憩1回分） - $500（5件まで） 
 休憩エリアにスポンサーとして掲示し、会社情報をカンファレンスプログラムガイド

に掲載  
 スポンサー様は、ブランド名入りのカップ、ナプキン、またはその他の販促用品を提供 

カンファレンスプログラムガイドへの広告掲載 
 裏表紙の1ページ全面広告（カラー） -  $1,500
 半ページの広告（カラー） -  $500

学生支援パッケージ 
スチューデントパートナープログラム - $1,000 
業界の未来をサポート - スポンサーとして学生を支援しましょう！

このスポンサーシップは、TAPPIの学生会員1名の旅費、参加登録費、および宿泊費の
一部を負担するものです。スポンサー様は以下の特典を受け取ります。
 イベントの掲示物に貴社をスポンサーとして表示
 50ワードの会社説明とロゴをオンサイトのカンファレンスプログラムガイドに掲載 
 スポンサーシップ表示をカンファレンスウェブサイトに掲載

デジタルパッケージ 
カンファレンスモバイ
ルアプリ - $1,000 
（独占） 
この無料ダウンロード
アプリは、カンファレンス
のスケジュール、講演者
情報、フロア案内図、
および出展者の詳細の
ほ か 、他 の 参 加 者と
つながるためのツール
へ のアクセスを 会 議
参加者に提供します。
このパッケージのスポンサー様はカン
ファレンス開催期間中、毎日、広告付き
の投稿メッセージを作成する権限が得ら
れます。スポンサー提供の投稿は他の
すべての投稿の上部に表示され、1度の
投稿につき30分間にわたって会議参加者
の目に触れることになります。この独占
スポンサーシップは、非常に露出度の
高いプレースメントを提供します。

ウェブスポンサーシップ - $700 
会社概要の掲載によるオンラインでの
注目度の上昇 - カンファレンスの公式
ウェブサイトには、貴 社のスポンサー
シップへの謝辞が、貴社のロゴ、会社概
要（スポンサー様が提供）、および貴社
ウェブサイトへのリンクとともに、目立つ
形で表示されます。

もし貴社のニーズに合ったスポンサーパッケージが見つからない場合は、貴社に固有
のマーケティング目標やブランディング目標に合わせて最適化されたカスタムパッケー
ジの作成を承ります。Lisa Stephens（lstephens@tappi.org）までお問い合わせ
ください。

出展およびスポンサーシップのご案内
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出展およびスポンサーシップのご案内

スポンサーシップの機会
TAPPIの維持会員は5%の割引が受けられます
連絡先情報（活字体で記入するか、またはキーボード入力してください）

会社名: __________________________________________________________________________________________________________________

郵送先住所: ___________________________________________________________ 都市名: ____________________________________________

州／郡:  _______________________________________ 郵便番号:  ____________________________国名: _______________________________

主な連絡担当者様のお名前:  _______________________ 役職:  ________________________________電話番号: ____________________________

電子メール:  ____________________________________ ウェブサイト:  __________________________ファックス: ___________________________
（優待登録は、ゴールド、シルバー、ブロンズ、およびテーブルトップレベルのスポンサーシップのみです）

優待登録者のお名前／電子メール: _____________________________________________________________________________________________

所属業界: ________________________________________________________________________________________________________________

テーブルトップ展示ディスプレイ
テーブル数×$1,200（各テーブルあたり） ___小計（$） ____________________

TAPPI企業維持会員割引（5%）（$） ___________________________________

スポンサーシップ合計 _____________

合計支払額（$） _________________

支払方法
小切手：小切手番号： __________________合計支払額（米ドル）： _________

小切手はTAPPIを受取人として、下記宛に郵送してください:

15 Technology Parkway South, Peachtree Corners, Georgia 30092 USA, Attn: Lisa Stephens

クレジットカード:    Amex       Diner’s Club       Discover       MasterCard       Visa

カード名義人:_________________________

カード番号:  __________________________有効期限: ____________________

署名: _______________________________

電信送金：送金の手順については、電子メールでmemberconnection@tappi.orgまで、または電話で

+ 1-770-446-1400までお問い合わせください。

送金には手数料が必要となる場合があります。

電信送金：料金支払として、  _____________ 米ドルを___________（日付）に電信為替で送金しました。

スポンサーシップに関するお問い合わせ先 
Lisa Stephens 
+1 770-209-7313 
 lstephens@tappi.org 

キャンセルポリシー 
キャンセルと返金のご依頼は、書面により、2019年
3月15日必着にて行っていただく必要があります。
キャンセルをお受けした場合、TAPPIは、各スポン
サーあたり$300を徴収し、その残額を返金いたしま
す。2019年3月15日を過ぎると、返金のご依頼に応
じることはできません。

会場のご案内 
幕張メッセ
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
電話：043-296-0001
URL：https://www.m-messe.co.jp

カンファレンス推奨ホテル
TAPPI Nanoでは、ナノセルロースフォーラムと協力
して、宿泊情報と旅行情報をご提供しています。
最新情報については、当カンファレンスのウェブサ
イトをご覧ください。
http://conference.tappinano.org/attend/
accommodations-and-travel/

アラカルトスポンサーシップ
火曜日のレセプション .............................$1,000
ポスターコンペティション .......................$1,000
火曜日のレセプションとポスターコンペティション
の組み合わせ .......................................... $1,700
コーヒーブレイクスポンサー .......................$500
カンファレンスガイドの広告
裏表紙全面（白黒） ................................$1,000
裏表紙全面（カラー ................................$1,500
半ページ広告（カラー） .............................$500
若手プロフェッショナル親睦会 .................. $950

デジタルパッケージ
カンファレンスアプリスポンサー .............$2,000
ウェブスポンサーシップ ..........................$1,500

テーブルトップ展示ディスプレイ ........$1,500

広告価値の高いスポンサーシップ
ゴールドスポンサー（1件まで） ..............$7,500
シルバースポンサー（5件まで） ..............$5,000
ブロンズスポンサー（10件まで） ............$2,500

カンファレンスディナースポンサー ........$1,500
スチューデントパートナー ......................$1,000

独占スポンサーの機会
カンファレンスペン（スポンサー様が提供）
 ................................................................$1,500
パッドフォリオ（スポンサー様が提供） ..$2,000
ネックストラップ .....................................$2,500
チェアドロップ（座席置きの配布品） ........$500

火曜日 または         水曜日


