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オンライン企業広告・ランチョンセミナーのご案内 

 
2020 年 10 月吉日 

ISPM2020 実行委員会 横井俊之・脇原徹 
 
会期 2020 年 11 月 6 日(金) ～ 11 月 7 日(土) 
会場 オンライン（Webex）／現地開催併用 
東京会場（予定）：TKP ガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム 2C 
 
ゼオライトを含むナノ空間材料は、石油精製・石油化学分野における効率的な資源・エネルギー循環プロセ

スの創出から，自動車排気ガス浄化を含む、大気、土壌、水質などの環境汚染や福島原子力発電所の事故に関

する放射性物質の除去，低比重や吸着特性を生かした建材への利用など，多様な産業分野へ貢献可能な重要な

材料です。2019 年に、近年このナノ空間材料分野において多くの成果をあげている中国、韓国など東アジア

地域に焦点をあて、この分野で活躍している世界トップクラスの研究者、さらにライジングスターといえる若

手研究者らを集め、彼らの最新の研究成果に触れ、また彼らとのネットワークの構築を目的とした International 
Symposium on Porous Materials 2019 を東京にて開催しました。参加者は招待者も含め約 160 名でした。 

この度、2020年 11月 6日(金) ～ 11月 7日(土)の会期で、International Symposium on Porous Materials 2020 
(ISPM2020)をオンラインにて開催します。本国際シンポジウムは特別講演、招待講演、若手研究者・博士課

程後期の学生による一般口頭発表で構成され、ナノ空間材料に関する最新の研究成果が発表されます。 
現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19)の世界的な感染拡大は社会に大きな変化をもたらしています。

学術分野においては、成果発表の機会、交流の機会が制限されています。そこで、次世代を担う、博士課程後

期学生含む若手研究者に発表・交流の機会を与え、この分野を活性化していくことが重要だと考えています。 
ISPM2020 実行委員会ではシンポジウム運営に対するご寄付、web サイトでの企業広告、ならびにランチョ

ンセミナーを募集することに致しました。ご検討頂きますよう、何卒お願い申し上げます。 
 
シンポジウムへのご寄付のご案内 

●金額：1 口 5 万円より 
●特典：参加登録費免除、web サイトへのバナー広告掲載（サイズ：横幅 400pixel×縦幅 200pixel） 

 
ランチョンセミナーの実施（先着２社） 

●実施日時：11/6 あるいは 11/7 のランチタイム（セミナー実施時間：30 分） 
●場所 オンライン 
●料金（税込）50,000 円 
●特典 参加登録費免除、web サイトへのバナー広告掲載（サイズ：横幅 400pixel×縦幅 200pixel） 

 
web サイトへの企業広告の掲載 

●International Symposium on Porous Materials 2020 の web サイトにバナーを掲載 
●掲載期間：申込受理日～シンポジウム終了日 
●広告料（税込）：100,000 円（サイズ：横幅 400pixel×縦幅 400pixel） 

50,000 円（サイズ：横幅 400pixel×縦幅 200pixel） 
●特典 参加登録費免除 

 
お申込み締め切り： 2020 年 10 月 31 日 
 
お支払方法 銀行振込にてお願い致します。振込先等、後日ご連絡いたします。  
 
 
申込方法など問合せ先 
横井 俊之 
東京工業大学 科学技術創成研究院 ナノ空間触媒研究ユニット 
Tel: 045-924-5430 Fax:045-924-5431 E-mail: yokoi@cat.res.titech.ac.jp 
脇原 徹 
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 
Tel: 03-5841-7368 Fax: 03-5800-3806 E-mail: wakihara@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp 
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Sponsorship & Exhibition Prospectus 

 
Date：Nov. 6 - 7, 2019 
Venue：online Cisco Webex 
 
Due to the situation affected by COVID19, many domestic and international conferences have been cancelled 
or postponed. Therefore, the opportunities of presenting the latest results and communicating with each other, 
for in particular young researchers including PhD students, have been highly limited. The International 
Symposium on Porous Materials 2020 (ISPM2020) will take place via online during November 6-7, 2020. The 
symposium is intended to provide a forum for researchers in East Asia to discuss recent developments in 
research and applications of porous materials including zeolites, mesoporous materials, MOFs, and so on. We 
have successfully organized the ISPM2019 in Tokyo. 
ISPM2020 will consist of plenary, invited and oral presentations by young researchers and students. 
We hope that this symposium will be the start of strengthening the relationship among East Asia, and building a 
next generation network. 
 
Contribution 

●Price： Single unit of contribution: 50,000 JPY 
●Benefits：Complimentary registration 

Banner ad on the website (Size: 400W pixel×200D pixel) 
 
 
Luncheon Seminar 

●Date：Nov. 6 or 7, 2020 (Seminar time: 30 min) 
●Place： online Cisco Webex 
●Price： 50,000 JPY 
●Benefits：Complimentary registration  

Banner ad on the website (Size: 400W pixel×200D pixel) 
 
 
Banner ad on the website  

●Price： 50,000 JPY (Size: 400W pixel×200D pixel) 
100,000 JPY (Size: 400W pixel×400D pixel) 

●Benefits：Complimentary registration 
 
 
Application deadline： Oct. 31, 2020 
 
 
Payment method:  Bank transfer 
 
 
Correspondence 
Toshiyuki Yokoi, Tokyo Institute of Technology 
E-mail: yokoi@cat.res.titech.ac.jp 

Toru Wakihara, The University of Tokyo 
E-mail: wakihara@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp 

 


