9th International Discussion Meeting
on Relaxations in Complex Systems

開 催 趣 意 書

会 期
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ご 挨 拶
謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さてこの度、9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems
（9IDMRCS）（第 9 回複雑系の緩和現象に関する国際討論会）を、2023 年 8 月 12 日（土）～8 月 18 日（金）
の 7 日間にわたり、幕張メッセ（千葉県千葉市）にて開催する運びとなりました。本会議は、ガラス状物質や高分子
などに代表される複雑系の示す多様な物性に関する最も権威のある国際会議であり、当該分野の発展に大きく
貢献してまいりました。1990 年にギリシャで第１回が開催されて以来 4 年毎に開かれ、今回が 9 回目にあたりま
す。ヨーロッパ以外の国での初めての開催であり、組織委員会一同、張り切って準備を進めております。なお、参
加者はこれまでの実績から 600〜800 名（国内 200〜300 名、海外 400〜600 名）を予定しております。
本会議は当初 2021 年に開催の予定でしたが、コロナ禍により 2 年延期の開催となっております。この 2 年間
は、全世界の学術的活動にとって試練の期間であったと思います。多くの国際会議が中止となり、またオンライン
やハイブリッド形式で開催された会議も時差の問題などのため多くの制約を受けました。本会議は、
“Discussion Meeting”であることを重視し、あくまで対面形式にこだわり、2 年間の延期を選択しました。現
在、すでに海外では多くの国際会議が対面で開催されつつあります。このような状況から、2023 年夏にはほぼ
コロナ禍以前の状況に戻っていると期待し、十分な安全対策を講じつつ、通常の対面形式で開催したいと考えて
おります。前回の会議から 6 年が経過してしまいましたが、その分多くの新たな研究成果が蓄積され、より高いレ
ベルの有意義な会議になると期待しております。
私たちの身の回りには、複雑な構造をもつ物質、一見単純な構造でも複雑な相互作用や物理的性質を示す物
質が多数存在します。本会議は、これら「複雑系」物質の広義の緩和現象（非平衡状態から平衡状態にもどること）
や原子・分子運動について、最新の研究成果の発表およびそれらに関する議論の場を提供します。本会議の関連
学術分野は、物理学、化学、生物学、ソフトマター科学、計算科学、材料科学、薬学、食品科学など多岐にわたって
おります。具体的な物質としては、ガラス、高分子、コロイド、液晶、界面活性剤、生体物質、薬剤などが中心となり
ます。これらは全て産業応用に直接結びつく物質であり、これまでにも大きな光学的異方性をもつガラス、超安
定ガラス、強靱な高分子・金属ガラスなど、この会議における議論が、応用に結び付いた実績が数多くあります。
つきましては、会議の趣旨にご賛同して頂ける企業の皆様におかれましては、ぜひともご寄付、広告掲載、ブー
スにおける機器等の展示により、本会議をご支援頂ければ大変幸いに存じます。通常の会議運営に加え、会場で
のコロナ対策、高騰している旅費、若手研究者に対する支援などで、通常以上の費用が生じることが予想されま
す。本会議の成功のため、企業の皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。もちろん、ご協力頂きました企業
様の社名やロゴなどは、会議のホームページやアブストラクト集などに掲載させて頂きます。また、会議にも積極
的にご参加いただければ幸いです。
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念いたします。
謹白
2022 年 8 月吉日
9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems
組織委員会委員長
東京大学物性研究所・教授
山室 修

●情報公開について
本大会は、企業・団体がお支払いいただく寄付金・共催費等について、自社・団体のウェブサイト等を
通じて情報が公開されることを承諾いたします。

開 催 概 要
◇大会名
9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems（9IDMRCS）
◇会期
2023 年 8 月 12 日(土)～8 月 18 日(金)
◇会場
幕張メッセ 国際会議場
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL：043-296-0001
◇組織委員会
委員長
副委員長
副委員長
財務担当
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当

山室 修（東京大学）
田中 肇（東京大学）
城田 秀明（千葉大学）
金谷 利治（京都大学）
・田中 敬二（九州大学）
宮崎 州正（名古屋大学）
・眞弓 皓一（東京大学）
・川上 亘作（物質・材料研究機構）
早川 尚男（京都大学）
・市坪 哲（東北大学）
登録･抄録担当 深尾 浩次（立命館大学）
・巾崎 潤子（シュレーディンガー株式会社）
齋藤 真器名（東北大学）
イベント担当 山室 憲子（東京電機大学）
・浦川 理（大阪大学）
古府 麻衣子（日本原子力研究開発機構）
会場担当
新屋敷 直木（東海大学）
・野嵜 龍介（北海道大学）
・富永 圭介（神戸大学）
辰巳 創一（京都工芸繊維大学）

◇参加予定者数
900 名（うち海外 600 名）
◇プログラム構成
プレナリーレクチャー・招待講演・一般口演・ポスター・Austen Angell 先生追悼シンポジウム

【大会事務局】
東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設
〒277-8581 千葉県柏市柏の葉 5-1-5
TEL:04-7136-3374
E-mail：info@9idmrcs.jp
【運営事務局】
株式会社幕張メッセ・事業企画課
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1
TEL：043-296-0623 FAX：043-296-0529 E-mail：office@9idmrcs.jp

パッケージプラン 募集要項
1.メニュー

内容

金額(税込)

◇企業展示(基礎小間・W2m×D2m) 4 小間
◇アブストラクトブック広告 表 2・表 3・表 4 どれか 1 面
Ａプラン

◇会場スクリーンの幕間広告
◇会場内サイン看板へのロゴ掲載

1,200,000 円

◇大会ホームページへのロゴ／バナー掲載・リンク貼付け
◇大会参加証(招待) 4 枚

◇企業展示(基礎小間・W2m×D2m) 2 小間
◇アブストラクトブック広告 後付 1 頁（モノクロ）
Ｂプラン

◇会場スクリーンの幕間広告
◇会場内サイン看板へのロゴ掲載

700,000 円

◇大会ホームページへのロゴ／バナー掲載・リンク貼付け
◇大会参加証(招待) 2 枚

※1 企業展示は、有料で小間を追加することができます。またスペース渡しへの変更も可能です。
※2 Ａプランのアブストラクト集広告は、申込順にご希望をお伺いします。
※3 大会参加証(招待)では、レセプションパーティー等を含むすべてのプログラムに参加可能です。
※4 企業展示・アブストラクト集広告の仕様・条件については、次ページ以降の各募集要項をご確認
ください。
2.お申込み方法
所定の「パッケージプラン申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメール添付でお送りいただく
か、大会 HP の「Sponsors」のページからお申し込みください。
お申込受付後、請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお振込みください。
3.申し込み締め切り
2023 年 3 月 31 日(金)

企業展示 募集要項
1.出展料
基礎小間（W2,000×D2,000×H2,400） 1 小間あたり ￥200,000–(税込)
スペース渡し（W2,000×D2,000）
1 小間あたり ￥200,000–(税込)
※スペース渡しは、2 小間以上での申込みとなります。
2.基礎小間の仕様
･バックパネル
･社名板（社名の字体は統一）
･テーブル 1,800×600 白布付き（希望により）
《有料オプション備品：例》
･PC 等用の電気、コンセント
･アームスポット
･カタログスタンド など

※ 展示会場についての詳細（基礎仕様以外の仮設電源工事費、照明およびコンセント等の備品などの
有料オプションの要・不要）は、後日、「出展者へのご案内」にて別途ご希望をお伺いいたします。
※ 電力・その他オプションの料金は会期後に一括ご請求いたします。
3.申込み方法
所定の「企業展示申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメール添付でお送りいただくか、
大会 HP の「Sponsors」のページからお申し込みください。
お申込受付後、請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお振込みください。
会期中ご使用されましたオプション備品・電源仮設料金・電気使用料などは、会期終了後に別途ご請
求いたします。
4.申し込み締め切り
2023 年 3 月 31 日(金)
※小間数に限りがございますので、スペースの上限に達しましたら締切らせていただきます。
※展示物等が本大会の趣旨にそぐわない場合は、出展をお断りすることがあります。
5.小間の割り当て
出展申込み締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数などを考慮のうえ、出展者にご案内します。
※出展者説明会は行ないません。
※会場の規定により、スペース・高さなどに制約がありますので予めご了承ください。

6.展示会の変更・中止について
不可抗力またはやむを得ない事情が発生した場合、主催者は開催の完全中止を含め、会期・開催時間
等の変更などの対応を取る場合があります。完全中止の場合は、出展料は全額返金致しますが、それ
までに出展者側で要した費用については出展者側のご負担となりますので、ご了承ください。
7.注意事項
本大会における出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、事務局は展示期間中の出展物の盗難・
紛失・火災・損傷など、不可抗力による出展物の損害に対しての補償などの責任については一切負い
ません。
出展者については、本大会の発表会場および大会プログラムへの参加資格がないため、プログラムの
聴講等を希望される場合は、必ず参加登録（有料）を行ってください。
展示会場では必ず「出展者証」の着用をお願い致します。
8.搬入・搬出（予定）
日
搬入・準備

基礎小間

スペース渡し

8/12(土)

12:00～18:00

8:00～18:00

8/13(日)

7:00～9:00

7:00～9:00

8/13(日)～8/17(木)

9:00～17:00

8/18(金)

9:00～15:00

8/18(金)

15:30～20:00

展示会開催
撤去・搬出

※上記は現時点での予定ですので、後日配布する出展マニュアルで確定の時間を必ずご確認ください。
9.今後のスケジュール（予定）
2023 年
2023 年 3 月 31 日(金)
出展申込み受付締め切り
5 月中
出展マニュアル・小間割り図配布
7 月中旬
オプション手配申込み締め切り
大会終了後
オプション手配分のご請求書を送付
※運営事務局（株式会社幕張メッセ）へのお振込みとなります。
10.出展の特典
ブースお申込数と同数の学会参加証をご進呈いたします。
※出展者証とは別になります。
※学会参加証はお申込団体のお名前で発行しますので、別団体や別の個人の方への譲渡はできません。

広告 募集要項
1.アブストラクトブックへの広告掲載
1）媒体名
9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems（9IDMRCS）
プログラム集・アブストラクトブック
2）印刷部数
プログラム集：1,000 部
Ａ４版 表紙 4 色・本文モノクロ
アブストラクトブック：1,000 部 データ配信
3）配布対象
大会参加者、関係者
4）媒体制作費（予定額）
1,400,000 円
5）広告料総額（予定額）
1,060,000 円
6）掲載料・募集枠数
掲載枠

掲載料（税込）

募集数

表４（裏表紙）

※カラー

200,000 円

1

表３（裏表紙の裏面）

※カラー

160,000 円

1

表２（表紙の裏面）

※カラー

180,000 円

1

後付 1 ページ

※モノクロ

120,000 円

2

後付 半ページ

※モノクロ

70,000 円

4

7）申込締切日
2023 年 3 月 31 日(金)
8）原稿締切日
2023 年 4 月 28 日(金) ※完全版下原稿 PDF もしくは Ai 形式
2.ホームページへのロゴ／バナー広告
1）媒体名
9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems（9IDMRCS）
ホームページ ※英語サイト
2）閲覧対象
大会参加者、関係者
3）原稿サイズ
横 234×縦 60 ピクセル以内 データ容量 2MB 以内
4）掲載料・募集枠
30,000 円・8 枠
5）申込締切日
2023 年 3 月 31 日(金)

3.幕間広告
大会オープニングセッションの間に、会場スクリーンに貴社広告を投影いたします。
1）閲覧対象
大会参加者、関係者
2）原稿サイズ
会場内スクリーン(16:9)にて投影可能なサイズ
PowerPoint ファイルまたは mp4 形式
3）掲載料・募集枠
50,000 円（1 コマ 15 秒・総計 60 秒程度）
・4 枠
4）申込締切日
2023 年 3 月 31 日(金)
5）原稿締切日
2023 年 6 月 30 日(金)

【各広告共通事項】
1）申込み方法
所定の「広告申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメール添付でお送りいただくか、
大会 HP の「Sponsors」のページからお申し込みください。
お申込受付後、請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお振込みください。
2）申込締切日
2023 年 3 月 31 日(金)
3）広告原稿データ送付先
9IDMRCS 運営事務局
株式会社幕張メッセ・事業企画課内
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1
TEL: 043-296-0623
FAX: 043-296-0529
Email: office@9idmrcs.jp
4)広告協賛の特典
75,000 円以上の広告協賛をいただきました企業・団体には、1 件につき学会参加証を 1 枚ご進呈
いたします。
※学会参加証はお申込団体のお名前で発行しますので、別団体や別の個人の方への譲渡はできま
せん。

寄付 募集要項
1.寄付の目的

9th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems（9IDMRCS）
の大会運営経費の一部として

2.募集期間

2022 年 7 月～2023 年 7 月 31 日(月)

3.寄付目標額

3,000,000 円

4.寄付依頼先

9IDMRCS 開催の趣旨に賛同いただける企業・団体・個人

5.寄付募集責任者
山室 修
東京大学物性研究所 教授
6.申込み方法
所定の「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメール添付でお送りいただくか、大会 HP
の「Sponsors」のページからお申し込みください。
その後、以下の口座にお振込みをお願いいたします。
7.寄付金振込先
銀行名
三井住友銀行 柏支店
口座番号
８５１９８９５
口座名義
９ＩＤＭＲＣＳ組織委員会
8.その他
1）寄付のお申し込みにつきましては、請求書の発行はございません。入金確認後、領収書を発行させ
ていただきます。
2）本寄付については、税法上の優遇措置はございません。
3) 9IDMRCS ホームページに企業ロゴを掲載させていただきます。ロゴデータを運営事務局あてにメー
ルにてお送りください。
4) 75,000 円以上の寄付をいただきました場合、寄付 1 件につき学会参加証を 1 枚ご進呈いたします。
※学会参加証はお申込団体のお名前で発行しますので、別団体や別の個人の方への譲渡はできま
せん。
企業ロゴ提出先
9IDMRCS 運営事務局
株式会社幕張メッセ・事業企画課内
Email: office@9idmrcs.jp
TEL: 043-296-0623
FAX: 043-296-0529

お申込・お支払いについて
本大会の開催趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合は、各申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX また
はメール添付でお送りいただくか、大会 HP の「Sponsors」のページからお申し込みください。
1.お申込先・お問合せ先
9IDMRCS 運営事務局
株式会社幕張メッセ・事業企画課
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1
TEL：043-296-0623 FAX：043-296-0529
E-mail：office@9idmrcs.jp
2.お支払い口座情報
各種お申込書受領後、運営事務局より請求書を発行いたしますので、下記指定口座にご入金いただきま
すようお願いいたします。
銀行名
口座番号
口座名義

三井住友銀行 柏支店
８５１９８９５
９ＩＤＭＲＣＳ組織委員会

