
 
 

第 22 回レーザ精密微細加⼯国際シンポジウム 
The 22nd International Symposium on Laser Precision Microfabrication 

2021 年 6 ⽉ 8 ⽇（⽕）〜6 ⽉ 11 ⽇（⾦）WEB 開催（オンデマンド形式） 

http://www.jlps.gr.jp/lpm/lpm2021/ 

 

スポンサー募集のご案内 
拝啓 平素格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

⼀般社団法⼈レーザ加⼯学会では、本年、令和 3 年（2021 年）6 ⽉８⽇（⽕）〜6 ⽉ 11 ⽇（⾦）の会期にて、 

第 22 回レーザ精密微細加⼯シンポジウム（LPM2021 -The 22nd International Symposium on Laser 

Precision Microfabrication）をオンデマンド形式にて WEB 開催いたします（基調講演のみオンタイムオンライ

ン⽅式）。LPM はマイクロ・ナノ加⼯に関わる世界最⼤規模の国際会議であり、基礎科学から産業応⽤までを広

く議論します。当該分野におきまして基礎研究者、 エンドユーザー、 レーザマニュファクチャーが参加し、レ

ーザと材料の相互作⽤の基礎科学からレーザ加⼯技術の現状、次世代のレーザ加⼯のトピックスまでをカバーし

ます。過去 21 回の LPM を通して、最新技術動向、開発すべき新技術、市場予測など重要な情報が得られる国際

会議として世界的に⾼い評価をいただいております。レーザ関連製品をお持ちの御社におかれましては、製品や

技術の国内外への宣伝広報に絶好の場と存じます。LPM2021 実⾏委員会では、以下の要領にて各種スポンサー

を募集しております。奮ってご応募賜りますよう謹んでご案内申し上げます。             敬具 

      

LPM2021 組織委員会⼀同 

組織委員会（⼀部） 

ジェネラルチェア 新納 弘之（産業技術研究所） 

コチェア・プログラム委員⻑ 岡本 康寛（岡⼭⼤学） 

コチェア Prof. Yongfeng Lu, University of Nebraska-Lincoln, USA 

コチェア Prof. Michael Schmidt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany 

実⾏委員会委員⻑ 花⽥ 修賢（弘前⼤学） 

主催団体  

⼀般社団法⼈レーザ加⼯学会 Japan Laser Processing Society（JLPS） 

〒567-0047 ⼤阪府茨⽊市美穂ヶ丘 11-1 ⼤阪⼤学 接合科学研究所気付 

TEL/FAX: 06-6879-8642, E-mail: lpm2021＠jlps.gr.jp 
 



スポンサー特典（共通） 

 

1) 企業ロゴ (バナー)︓御社ロゴを LPM2021 ウェブサイトに掲載、URL リンクをはります。 

推奨バナーサイズ: 幅 184 x ⾼さ 60 ピクセル 

2) 御社名（英⽂）を電⼦版抄録集に掲載いたします。冊⼦体での抄録集発⾏は予定しておりません。 

3) オンライン・プロシーディングス（論⽂集）への無償アクセス権 

“Proceedings of LPM2021” は会議後、発⾏予定です。発⾏後、メールにてご案内申し上げます。 

4) 参加者名簿を会議後にお送りいたします。但し、個⼈情報保護の観点より名簿には、個⼈名・メール

アドレス・電話番号は含まれず、参加者の所属機関・国名のみが記載されたリストになります。 

カテゴリー別 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

スポンサー料 40 万円 20 万円 10 万円 5 万円 

広告 A4 サイズ ２枚 A4 サイズ１枚 A5 サイズ 1 枚 なし 

宣伝動画 
MP4 ファイル２点

（各 10 分以内） 

MP4 ファイル 1 点 

（10 分以内） 

MP4 ファイル１点 

（3 分以内） 
なし 

登録費* 2 名 免除 １名 免除 1 名 免除 １名 免除 

*「登録費の免除」につきましては、会期中にどなたがご参加されるか、登録事務局（JTB）より事前確

認 させていただき、会期中に発表動画へのアクセスいただけるよう、ご案内申し上げます。 

 

広告サイズ （プラチナ・ゴールド）ＰＤＦファイル 

サイズ︓ A4 サイズ (⾼さ 297mm x 幅 210mm) 

余 ⽩︓     上下: 20 mm 以上, 左右︓ 15 mm 以上 

広告サイズ（シルバー）ＰＤＦファイル 

サイズ︓ A5 サイズ (⾼さ 148mm x 幅 210mm) 

余 ⽩︓ 上下左右 15 mm 以上 

  

● ⾔ 語︓    英語（推奨） 

● 広告データのご送付先: LPM2021 事務局まで（ E-mail: lpm2021@jlps.gr.jp ） 

● ＭＰ４ファイルのご提出︓容量が⼤きい場合はダウンロードできるようなご⼿配をお願いいたします。 

 

データご提出期限:  2021 年４⽉ 30 ⽇ 

 

 



お⽀払い⽅法（クレジットカードまたは銀⾏振込）  

【お振込⽤ ⼝座情報】 

銀⾏名︓ 三井住友銀⾏ 南千⾥⽀店 

⼝座名義︓ ⼀般社団法⼈レーザ加⼯学会 

⼝座種類︓ 普通 

⼝座番号︓ １１５９８２２ 

振込⼿数料︓ 申し訳ございませんが、御社にてご負担のほど、よろしくお願いいたします。 

 

お⽀払い期限:  2021 年 4 ⽉ 30 ⽇ 

 

お申し込み⽅法: 次⾴の申込⽤紙にご記⼊の上、メールまたは FAX にてお申込みください。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☆ご参考︓今までの LPM/LAMP 国際会議 参加⼈数 

2000 ⼤宮      13 か国 181 名（うち海外 42 名） 

2001 シンガポール     17 か国 151 名（うち海外 105 名） 

2002 ⼤阪      18 か国 375 名（うち海外 110 名） 

2003 ドイツ・ミュンヘン    22 か国 205 名（うち海外 142 名） 

2004 奈良      18 か国 264 名（うち海外 86 名） 

2005 ⽶国 ヴァージニア州ウィリアムズバーグ  14 か国 157 名（うち海外 134 名） 

2006 京都      22 か国 368 名（うち海外 162 名） 

2007 オーストリア・ウィーン    23 か国 194 名（うち海外 156 名） 

2008 カナダ・ケベック     24 か国 188 名（うち海外 149 名） 

2009 神⼾（新型インフルエンザの年）   28 か国 340 名（うち海外 174 名） 

2010 ドイツ・シュツットガルト    27 か国 201 名（うち海外 163 名） 

2011 ⾼松（東⽇本⼤震災・原発事故の年）  18 か国 250 名（うち海外 81 名） 

2012 ⽶国 ワシントン DC    18 か国 162 名（うち海外 123 名） 

2013 新潟      23 か国 336 名（うち海外 167 名） 

2014 リトアニア・ビリニュス    24 か国 238 名（うち海外 198 名） 

2015 ⼩倉      24 か国 341 名（うち海外 179 名） 

2016 中国・⻄安     20 か国 221 名（うち海外 189 名） 

2017 富⼭      21 か国 264 名（うち海外 130 名） 

2018 英国 エジンバラ     23 か国 358 名（うち海外 318 名） 

2019 広島      24 か国 361 名（うち海外 175 名） 

2020 ドレスデン︓新型コロナで WEB 開催に変更  24 か国 216 名（うち海外 182 名） 

 



LPM2021 スポンサー申込用紙 
ご送付先：lpm2021@jlps.gr.jp または FAX：06-6879-8642 

パスワードで保護された PDF ファイルをご送付ください。 

お申込日      年     月     日 受付番号  

御社名 
(請求書宛名) 

 
 

英文正式名称 
(抄録集掲載用) 

Co., Ltd. 等、省略せずに正式英文名称をご記入ください。 
 
 

所在地 
(請求書送付先) 

〒 
 

リンク用 URL  
 

ご担当者 
部署・ご氏名  

TEL  

E-mail  
スポンサーの種類 料金 小計 

プラチナ レベルスポンサー 40 万円  
ゴールド レベルスポンサー 20 万円  
シルバー レベルスポンサー 10 万円  
ブロンズ レベルスポンサー 5 万円  

合計 円

お支払い方法（丸印） 銀行振込     クレジットカード払い 

カードの種類（丸印）   VISA     MASTER   NICOS   UFJ 

カード番号  
 

カード有効期限（月/年） 
 
 

カード名義人  

ご署名  

ご請求書は、お申込書を頂き次第、メールにてお送りいたします。原紙郵送がご入用の場合はお申

し出ください。なお、ご記入いただきました個人情報につきましては、LPM2021 開催に関する事

務手続き以外の目的には一切使用いたしません。  

 


