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コンバーティングの総合情報誌

は、フィルム・シート、金属箔、紙・板紙、機能紙、不織布、合成紙、繊維、鋼板、炭素
繊維複合シート、薄膜ガラス、セラミックシート、発泡シートなどのウェブ・シートをベースとする様々な
加工技術（コンバーティング・テクノロジー）にスポットを当てた、世界で唯一の技術情報誌です。

は、コンバーティングに関連する、コーティング、ラミネーティング、プリンティン
グ、スリッティングなどの技術情報を、約46年にわたって発信し続けてきました。その貢献度は、
今日の日本の産業を支える情報技術、電気・電子、グリーン・エネルギー分野におけるコーティングビジネス
の発展からも明らかです。知る人ぞ知る存在と評価されています。

＝コンバーティング（Converting）＋テクノロジー（Technology）
コンバーテック（CONVERTECH）

https://www.ctiweb.co.jp/

は、コンバーターとユーザー業界、コンバーターと素材・材料／機械・機器・システムなどの
メーカー・流通販売業界、そして、コンバーターと奇抜なアイデアを結びつけ、市場からの移り気で無理難題な要求
に応える、他にはない、何か変わった、何か新しいプロダクツ（Something X）を産み出すための、コンバーターおよ
びコンバーティング業界関係者の全てにとって、接着剤の役割を果たす情報メディアです。

∞付加価値を生み出す

は、既成の枠に囚われた狭隘な業界向け雑誌ではありません。例えば、包装、接着、印刷、
ラベル、プラスチック、紙、不織布、繊維、ディスプレイ、医療、バイオ、半導体、電子、化学、自動車、建築、機械など、
キッチリと区分けされた縦割り業界ごとに専門紙・誌はありますが、技術の拡がりを抑圧する必要はありません。
コンバーティングのキモである「コーティング」「ラミネーティング」「プリンティング」「切る・抜く・巻く」などを駆使して
モノ作りに邁進しているコンバーターと関連業界のための媒体です。これらの技術は、多種多様な業界において、
横断的な拡がりをもって活用されています。
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広告原稿締切：掲載月の前々月末

「コンバーテック」広告媒体案内

■2022年　　　　月号の下記チェック頁に掲載申し込みします。
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※上記「掲載料」は完全データ（印刷適正）でご入稿いただいた場合の料金です。
※本機校正が必要な場合は、別途実費料金を申し受けます。
※製版後の直しは、再製版料金がかかります。
※1/2頁広告は本文中、後付広告頁を選択できません。
※デザイン・レイアウト等の制作費用は別途となります。

●デザイン・レイアウト料
※カラー（4色）：￥50,000～　　2色、モノクロ：￥20,000～
※イラスト、ロゴトレース、撮影、画像処理、特殊処理等は別途お見積となります。
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都合により本文中広告頁になることがあります。

Editor's Notes対向

●指定頁は先着順に決定させていただきます。　●2色広告の「青」はプロセスシアンです。
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「コンバーテック」年間購読申込書

1月 特集：軟包装印刷
【Keywords】●印刷システム（グラビア、フレキソ、オフセット、デジタル、スクリーン、
インクジェット等）　●小ロット印刷への提案　●デジタル後加工システム　●製版シス
テム　●シリンダー研磨機　●感光性樹脂版　●環境対応型インキ（バイオマス・水性・
ハイソリッド・UV・EB）　●抗菌・抗ウイルスインキ　●機能性インキ・コーティング
剤　●インキ調色システム　●粘度コントローラー　●乾燥・硬化技術（熱風・UV・
IR・EB）　●校正機・システム　●リモート立ち合い　●熱管理　●環境関連装置・
システム　●静電気災害防止　●見える化技術　●欠陥検査　●画像処理解析技術　
●セキュリティ　●ノンソルラミネート　●パスター加工

9月 特集：搬送・制御・仕上げ・後加工
【Keywords】●ウェブハンドリング　●巻取制御　●駆動制御　●張力制御　●蛇行
制御　●スリップ防止　●巻取機　●カーボンロール　●各種ローラ　●搬送ローラ
の低摩擦化　●ミスアライメント　●スリッター　●ダイカッター　●レーザーカット
●超音波カッター　●巻替機　●紙管・プラスチックコア　●段差痕対策　●静電気
対策　●ウェブの物性測定　●製造欠陥の改善　●非接触搬送　●各種センサ

7月 特集：エレクトロニクス
【Keywords】●フレキシブルエレクトロニックス　●プリンテッドエレクトロニクス
●5G 対応基板材料　●導体材料　●ウェアラブルデバイス　●伸縮性材料（基板、
導電性インキなど）　●Roll to Roll（Sheet）加工　●微細パターニング　●インプ
リント　●転写印刷　●立体印刷　●UV 硬化　●コーティング・ラミネーティング
●有機半導体　●有機デバイス　●パワーデバイス　●サーマルマネジメント
●CASE（自動車）　●絶縁材料　●誘電体　●放熱材料　●酸化物半導体（ITO、
酸化亜鉛、酸化スズ、IGZO）　●分散技術　●耐熱性フィルム　●欠陥検査　●表面
処理　●反射防止フィルム　●高硬度ハードコートフィルム　●光学フィルム　●カ
ラーフィルター　●異方導電フィルム　●量子ドットフィルム　●超ハイバリアフィルム
●タッチパネル　●透明電極フィルム　●OCA　●LCD　●有機 EL ディスプレイ　
●ヘッドマウントディスプレイ　●輝度計測

10月 特集①：多層化・複合化と機能付与
【Keywords】●ノンソルラミネート　●ドライラミネート　●サーマルラミネート
●真空ラミネート　●押出ラミネート　●多層同時押出　●溶剤型接着剤　●無溶剤
型接着剤　●機能性アンカーコート剤　●抗菌・抗ウイルス剤　●添加剤と改質剤
●ホットメルト　●シーラント材　●ヒートシール　●超音波シール　●エージングレス
●コーティング　●高精度位置合わせ技術　●ロール間圧力測定　●ゴムロールの硬
度と圧力　●自動化技術　●ポリマーアロイ　●コンポジット材料　●前処理・後処理
●乾燥、硬化、焼成　●オゾン処理システム　●押出用樹脂　●ラミネート用各種ローラ

特集②：表面機能化
【Keywords】●各種高機能膜　●表面処理・改質　●微細転写　●コーティング
●蒸着・スパッタリング　●イオンプレーティング　●レーザーアブレーション
●DLC　●ALD　●陽極酸化　●UV・EB 硬化　●インプリント　●薄膜転写
●ナノ材料の塗工剤への活用　●密着性向上　●表面測定技術　●ナノ積層フィルム
●表 面 微 細 加 工　●放 電 プ ラ ズ マ　●電 解・無 電 解 めっき　●Molded 
Interconnect Devices　●導電性付与　●帯電防止　●通気性　●易接着　●防
汚性　●濡れ性向上　●マイクロデバイス　●マイクロポーラス　●脱脂洗浄

8月 特集：パッケージング
【Keywords】●モノマテリアル化　●プラスチック代替　●CO2 排出量削減　●脱
有機溶剤　●リサイクル　●薄肉化・減容化　●鮮度保持包装　●抗菌・無菌包材
●スマート・パッケージング　●環境負荷低減　●多品種小ロット対応　●水性印刷
●デジタル印刷　●UV・EB 印刷　●トータルセーフティ対策（GMP 対応、
HACCP 対応、クリーン化）　●医薬品包装　●チャイルドレジスタンス・シニアフレ
ンドリー　●酸素吸収　●バリア包材　●易カットフィルム　●イージーピールフィルム
●機能性レンジ包材　●ボトル成形・加飾　●ホログラム　●インジケーター　●吸
湿剤　●異物検知　●ガスバリア測定　●殺菌・滅菌　●時短調理　●少量・個食包
装　●内食・中食用包装　●テイクアウト用包材　●ノントレー包装　●青果用包装
●アクティブパッケージ　●フードロス削減　●ロジスティクス　●充填技術　●水蒸
気透過度測定　●色校正

2月 特集：粘着・接着・剥離技術
【Keywords】●粘着現象　●脱有機溶剤化（エマルション、ホットメルト、ハイソリッド、
UV 硬化、EB 硬化）　●接合　●融着　●粘着剤　●接着剤　●改質剤　●粘着フィ
ルム・テープ　●接着フィルム　●接着性樹脂　●導電性接着剤　●剥離剤　●リリー
スライナー（紙・フィルム）　●高耐熱　●塗工技術　●厚膜塗工技術　●乾燥・硬
化　●省エネルギー　●VOC 対策　●積層フィルムの剥離・分離　●易リサイクル
性　●クリーン化　●環境負荷低減　●濡れ性評価　●摩擦摩耗試験機　●計測・評
価　●可視化技術　●シミュレーション技術　●カール防止　●静電気防止　●アウト
ガス対策　●工程紙　●発塵防止　●スリッター　●検査装置　●打抜

4月 特集：コーティング
【Keywords】●コーター（テストコーター、同時多層コーター、単板コーター、バッ
チコーター、R2Rコーターなど）およびパーツ（ダイ、ドクターチャンバー、真空チャ
ンバー、真空ポンプ、ターゲット材、EBガン、駆動装置、フィルター、ギアポンプなど）
●両面同時塗工　●表面処理（コロナ、プラズマ、フレイム）　●乾燥・硬化システム（熱
風、IR、UV、EB、高周波、ハイブリッドなど）　●塗液分散　●塗液脱泡　●膜厚計
測　●静電気対策　●クリーン化　●流動解析　●溶剤回収　●電池材料　●ナノマ
テリアル　●マイクロカプセル化技術　●粘着塗工　●ハードコート　●各種コーティ
ング剤　●プライマー　●フィルター　●ボールミル・ビーズミル　●受託塗工
●膜質管理

12月 特集：品質管理と検査・計測
【Keywords】●品質管理システム　●厚み制御　●膜厚測定　●テンション制御
●欠陥検出　●異物検査●原反品質検査　●印刷品質検査　●バリアブル印刷検査装
置　●ディープラーニング　●AI 技術　●カラー管理　●校正機　●巻替検品　●嚙
み込み検査　●クリーン化技術　●エージング　●省電力　●温湿度管理　●除塵装
置・システム　●除電装置　●画像処理システム　●ラインセンサーカメラ　●合理
化・省力化　●各種計測装置（引張試験機、圧縮試験機、接触角計、ヘイズメーター、
分光光度計、レーザー顕微鏡、実体顕微鏡、粘度計など）　●形状計測　●非接触計
測技術　画像解析技術　●製品のトレーサビリティ　●ロスゼロ提案　●稼働状況モ
ニタリング

5月 特集：高機能フィルム・シート
【Keywords】●透明導電フィルム　●タッチパネル用フィルム　●二次電池用セパ
レータ　●電磁波シールド材　●帯電防止フィルム　●水溶性フィルム　●光学フィル
ム　●ハードコートフィルム　●離型フィルム　●ドライフィルム　●加飾成形用フィル
ム　●多孔フィルム　●ハイバリアフィルム　●吸湿徐放フィルム　●圧電フィルム
●生分解性フィルム　●接着性シート　●易開封フィルム　●ディスプレイ用フィルム
（LCD、有機 EL）　●バイオミメティックス　●微細構造による機能化　●構造色
●異種材料接合フィルム　●バイオマスプラスチック　●CNT　●CNF　●グラフェ
ン　●機能紙　●不織布　●金属箔　●複合材　●関連成膜技術（押出、キャスト、
共押出、冷却ロール、加熱ロール、ベルト、延伸、配向、低ひずみ成形技術、巻取、スリット）

3月 特集：環境技術とSDGs
【Keywords】●プラスチック代替材料　●モノマテリアル化　●海洋生分解　●バイ
オマスプラスチック　●生分解性プラスチック　●マイクロプラスチック　●マテリアル
リサイクル　●ケミカルリサイクル　●サーマルリサイクル　●クローズドリサイクル
●複合材料のリサイクル　●SDGs の実践　●LCA　●カーボンニュートラル
●再生可能エネルギー　●環境性フィラー　●セルロース材料　●省エネ・省電力化
技術　●CO2 排出量削減　●VOC 削減　●脱有機溶剤　●水性印刷・コーティング
●ノンソルラミネート　●薄肉・減容化　●フードロス　●環境配慮設計　●ネイ
チャー・テクノロジー　●プラスチック資源循環促進法

2022年 特集企画スケジュール

これらの特集テーマは2021年9月時点のものです。このため、変更の可能性があります。また、Keywordsは、あくまでも特集内容をより具体的にイメージしたものであり、実際のコンテンツとは異なります。

軟包装市場を支えるコンバーターの
次の一手、多品種小ロット対応、デジ
タル印刷の効果的な運用術、水性
印刷の技術動向など、軟包装印刷
業界を取り巻く多角的なトピックに切
り込みます。

Print & Packaging
食品・飲料、医薬品・衛材、ヘルスケ
ア、日用品、物流など、広範なユー
ザー業界でのヒット商品を取り上げ、
開発背景や今後の市場展望を分析
します。また、コンバーターや素材業
界に対する新たなニーズも探ります。

ザ・ユーザー
海洋プラスチックごみの削減に向け
て、紙をはじめとするプラ代替材料の
利用や、プラ使用量削減技術の開
発が進められています。新材料の機
能面にも着目しながら、先進的、独創
的な技術開発を紹介します。

脱プラ・減プラ

人手不足や熟練技術者の退職等に
よる生産現場の技術レベル低下の
対策として、AI技術の応用が広がっ
ています。オートパイロット制御の実
現や最終製品検査の自動化といっ
た最新動向にフォーカス。

AI TECHNOLOGY
モノマテリアル、ケミカルリサイクル、
複合材料の分離など、廃棄プラスチッ
クを資源として循環させるための技術
が強く求められています。脱・脱プラに
向けた最新情報をお届けします。

サーキュラーエコノミー
大容量の情報データが、大量かつ高速
にやりとりされる5Gの時代が到来します。
比誘電率および誘電正接が低い絶縁
材料など、5Gを下支えするコンバー
ティング関連技術の情報を発信します。

5G
マスク着用・手指消毒、三密回避、
テレワーク……コロナ禍で浸透しつ
つある“新常識”が生み出すニーズ
に応えるコンバーティング製品や
技術開発の取り組み、市場動向など
に注目します。

New Normal

活躍するコンバーター、素材、機器メー
カーなどのトップに、独自の経営方針や
時代のキーワードを語っていただきます。
経営課題を乗り切る方策とともに、仕事
への情熱、業界への思いなど、さまざま
な切り口からその人物像に迫ります。

Top Interview

11月 特集：フィルム・シートとマテリアル
【Keywords】●機能性樹脂　●高機能フィルム・シート　●不織布　●機能紙
●機能性金属箔　●超薄板ガラス　●コンポジット製品　●コーティング剤・塗料
●ナノ材料　●インキ　●粘着剤・接着剤　●添加剤・フィラー　●セルロースナノファ
イバー　●カーボンナノチューブ　●グラフェン　●銀ナノワイヤ　●ハイブリッド材料
●ポリマーアロイ　●自己組織膜　●傾斜膜　●メタライジング　●生体親和性素材
●調湿材　●可逆性材料　●導電性材料　●バリア材　●選択透過・吸着性材料
●抗菌・抗ウイルス材料　●ナノマテリアル　●バイオミメティクス　●構造色　●炭
素繊維強化樹脂材料　●ガラス繊維強化樹脂材料　●CNF 強化樹脂材料　●グリー
ンコンポジット　●カーボンナノチューブ　●無機材料　●マトリックス材　●フィラー
強化材　●複合材料成形法　●複合材料の用途展開（自動車、航空機、宇宙、スポー
ツ用品など）　●軽量化　●物性向上

6月 特集①：デシタル印刷
【Keywords】●インクジェット印刷　●デジタルラベル印刷　●電子写真印刷
●水性インクジェット印刷　●エレクトロインキ　●デジタル後加工　●インク受容層
●多品種少量生産　●高速印刷化　●乾燥技術

特集②：フレキソ印刷と各種印刷
　　　 技術

【Keywords】●フレキソ印刷機　●7色拡張ガモット　●コンビネーション印刷加工機
●フレキソインキ（バイオマス、水性・UV・EB）　●マウンター　●表面処理装置
●製版システム　●感光性樹脂版　●貼り込み校正機　●両面粘着テープ
●スリーブ版　●アニロックスロール　●箔押し　●打抜き　●ノンソル接着剤
●ノンソルラミネート　●デジタルエンボス　●スクリーン印刷　●導電性インキ・
ペースト

★コーティング（塗布）＜WetとDry（蒸着、スパッタ、プラズマCVD等）＞
★ラミネーティング（貼合）＜EXT、DRY、WET、NS、HM､真空、熱・超音波・レーザ融着、他＞
★印刷（プリンティング）

★蒸着（メタライジング）
★スパッタリング、反応性スパッタリング
★有機触媒CVD
★イオンプレーティング
★大気圧プラズマ、他
★カレンダリング

★含浸（ディッピング）
★めっき（無電解めっき、電解めっき）
★フォトリソグラフィ（エッチング）
★フィルム製膜（キャスト・インフレ・共押出・二軸延伸、他）
★仕上加工（スリッティング、ワインディング、シーティング、
　　　　　 ダイカッティング、抜き加工、他）

★新技術（ナノテク、バイオマテリアル、他）
★デザイン・設計・製版・データ処理
★Ｒ２Ｒ、R2S加工技術
★ウェブハンドリング
★表面処理・改質
★加飾成形（エンボス、ホログラム、真空成形、水圧転写、
　　　　　 ホットスタンプ、インモールドデコレーション、他）
★アニール　　★乾燥・硬化・焼結（熱風、IR、UV、EB、他）
★各種制御技術　　★試験・検査・測定・解析技術
★マテリアル・ハンドリング
★環境対応（水性・無溶剤、VOC・CO2排出抑制、他）
★省電力ノウハウ　　★リサイクル

グラビア、フレキソ
スクリーン、シリンダースクリーン、オフセット、グラビアオフセット
転写、静電、曲面、IJ、オンデマンド、ナノインプリント、3D Printing

データ処理

◆導電性フィルム、PWC、FPC、FCCL、熱転写フィルム、積層回路、TAB、光導波路フィル
ム、タッチパネル、FPD（LCD、PDP、OLED）用各種フィルム・シート（TACフィルム、PVA
フィルム、TFT、偏光板（フレキシブルを含む）、導光板、光反射・光拡散フィルム、プリズム
シート、位相差フィルム、視野角拡大フィルム、カラーフィルター、AG・ARフィルム、3D表
示用シート、工程フィルム）、耐指紋フィルム、自己修復フィルム、金属メッシュフィルム、EMI
シールドフィルム、研磨フィルム、極薄ガラス、帯電防止フィルム、コンデンサー、有機トランジ
スタ、セラミックグリーンシート、絶縁テープ、金属光沢転写フィルム、圧電フィルム、etc.

◆太陽電池用部材（フィルム基板、バックシート、バリアフィルム、封止フィルム）、バイオプラ、
二次電池、電池用部材（セパレーター、回路、電極用金属箔、アルミ多孔箔、外装用フィル
ム、燃料電池用電解質膜、カーボンペーパー、他）、etc.

◆粘着テープ（タイプ：片面／両面／基材レス、基材：紙／布／セロハン／フィルム／発
泡／金属／複合、用途：電気絶縁／難燃／工程用／表面保護／マスキング／防水／
標示、他）、シール、ラベル、バックグラインドテープ、ダイシングテープ、貼付医薬品（経皮吸
収製剤）、縫合用テープ、防水フィルム、創傷被覆材、ドレッシング材、圧着葉書、マーキング
フィルム、窓貼り用フィルム（熱線遮蔽、飛散防止）、ラッピング用フィルム、スポーツテープ、
ワイヤーハーネス結束用粘着テープ、塗装マスキングテープ、塗膜一時保護用粘着フィル
ム、異音防止用粘着テープ、極低VOCテープ、自動車用保護フィルム、車輌用視認性向
上テープ、etc.

◆シースルーグラフィックス、フロアサイン、3D印刷素材、ルーフィングシート、防水シート、養生
シート、防音・遮音材、耐火・難燃材、遮水シート、目隠しフィルム、壁紙、床材、遮熱塗料・
シート、ガラス補修フィルム、防曇フィルム、ガラス用中間膜、店舗内装用粘着シート、窓貼り
用フィルム（熱線遮蔽、飛散防止）、化学物質吸着シート、避難誘導用蓄光シート、デザイン
シート、etc.

◆フレキシブルパッケージ（軟包装）、紙袋、紙器、段ボール箱、液体容器（板紙プラ積層容
器、BIB、BIC他）、フレキシブルコンテナ、通い箱、シュリンクラベル、胴巻ラベル、シュリンク
ストレッチラベル、インモールドラベル、ポーションパック、PTP、ブリスター、滅菌包装、プラス
チックボトル、スパウト袋、チャック袋、ラミネートチューブ、プラスチックチューブ、無菌充填包
装、レトルトパウチ、電子レンジ対応包装、IH対応パッケージ、スタンディングパウチ、イージー
ピール包装、酸素吸収包材、真空包装、深絞り包装、医薬品包装、鮮度保持フィルム、イン
ジケーター、防錆紙・フィルム、防虫シート、etc.

◆紙おむつ（子供用、介護用）、消臭用シート、生理用ナプキン、手術着、マスク、レントゲン用
フィルム（歯科、医科）、シート製剤、バイオチップ、床擦れ防止シート、衛生・介護用品、滅
菌包装、etc.

接着剤
粘着剤
剥離剤

接着剤
粘着剤
剥離剤

インキ
インク
インキ
インク 添加剤添加剤 繊維繊維

炭素繊維炭素繊維金属箔
鋼板
金属箔
鋼板

合成紙合成紙

紙・板紙紙・板紙

薄膜硝子薄膜硝子 無機材料無機材料

有機材料有機材料

新素材新素材

バイオマス
マテリアル
バイオマス
マテリアル

マイクロ
カプセル
マイクロ
カプセル

ナノ材料ナノ材料
グラフェン
シート
グラフェン
シート

コーティング剤（材）コーティング剤（材）

不織布不織布

コンバーティングプロダクツの例コンバーティングプロダクツの例

フィルム
樹脂
フィルム
樹脂

加工技術＝コンバーティング技術の世界

多様なマーケットが存在する多様なマーケットが存在する

建築・土木
補修

建築・土木
補修

電子・電気電子・電気

インテリア
壁紙・床材
インテリア
壁紙・床材

飲料・食品飲料・食品

日用雑貨日用雑貨 介護・医療介護・医療
アパレルアパレル化粧品化粧品 航空・宇宙航空・宇宙

水産水産

セキュリティセキュリティ
IT・通信IT・通信

蓄電池蓄電池

半導体半導体

農業農業 医薬医薬

物流・流通物流・流通

自動車自動車

防災防災

教育教育

リサイクルリサイクル

環境環境

印刷印刷

包装包装

広告広告

技

発電
環境エネルギー

発電
環境エネルギー ディスプレイディスプレイ

家電家電

プリンテッド
エレクトロニクス
プリンテッド

エレクトロニクス

ナノ
ファイバー
ナノ

ファイバー

【対象業種】
樹脂、フィルム・シート、機能紙（加工紙）、機能
性フィルム・シート、蒸着紙・フィルム、金属箔、
鋼板、合成紙、不織布、繊維、ガラス、紙・板紙、
段ボール、インキ、接着剤、粘着剤、剥離剤、
コーティング剤、添加剤、炭素繊維、カーボンナ
ノチューブ、セルロースナノファイバーなどの
メーカー／フレキシブルパッケージ、BIC、
BIB、インクジェット受像メディア、ラベル・シー
ル、帳票、紙袋、紙器、重袋、農業・園芸用資材、
メディカル・サージカル用品、粘着テープ、
情報記録メディア（ストレージ）、壁紙、建装材、
ホログラム製品、リジット基板、フレキシブル印
刷回路、カラーフィルター、電気・電子・光学
用途向けフィルム製品、電池部材などの製造
加工業者、ユーザー／コーター、ラミネーター、
印刷機、3Dプリンター、スリッター、ワインダー、
蒸着装置などの各種加工装置・関連装置メー
カー／分析・計測・計価機器システムメーカー
／商社、コンサルタント、大学・公的機関など
の研究機関、他

　　　　　　　　　は、技術・
研究・開発はもちろん、生産の
現場から営業の第一線に至るま
で、コンバーティング関連分野で
幅広く愛読されています。

　　　　　　　　　は、高機能
フィルムを生み出すためのテク
ノロジーと材料ヒントを詰め込
んだ、コンバーター必読の情報誌
です。

上記の個人情報は、当社からの、メール・マガジンの配信、新刊案内、セミナー開催案内、ツアー募集等のDM送付、各種販促活動に利用させていただくことがあります。
この件につき、「同意される」「同意しない」の確認をお願いします。同意されない方の個人情報は、上記を含む他の用途に利用することはありません。 □同意する □同意しない

フリガナ

氏名：

会社名

所属部署・役職

　　　〒
住所：

TEL：

E-mail：

備考欄：

FAX：

送信先 ： FAX.03-3258-1202
年間購読：定価30,800円（本体 28,000円＋税10％）、送料別：年間4,200円
左記申し込みます。折り返し、本誌と請求書を送付して下さい。
ブックストアからもご購入いただけます。→ https://www.ctiweb.co.jp/store/

 　　　年　　　月より

編集部が総力を挙げてお届けするページ、「編集の視線」で取り上げるテーマの例を紹介します



「コンバーテック」年間購読申込書

1月 特集：軟包装印刷
【Keywords】●印刷システム（グラビア、フレキソ、オフセット、デジタル、スクリーン、
インクジェット等）　●小ロット印刷への提案　●デジタル後加工システム　●製版シス
テム　●シリンダー研磨機　●感光性樹脂版　●環境対応型インキ（バイオマス・水性・
ハイソリッド・UV・EB）　●抗菌・抗ウイルスインキ　●機能性インキ・コーティング
剤　●インキ調色システム　●粘度コントローラー　●乾燥・硬化技術（熱風・UV・
IR・EB）　●校正機・システム　●リモート立ち合い　●熱管理　●環境関連装置・
システム　●静電気災害防止　●見える化技術　●欠陥検査　●画像処理解析技術　
●セキュリティ　●ノンソルラミネート　●パスター加工

9月 特集：搬送・制御・仕上げ・後加工
【Keywords】●ウェブハンドリング　●巻取制御　●駆動制御　●張力制御　●蛇行
制御　●スリップ防止　●巻取機　●カーボンロール　●各種ローラ　●搬送ローラ
の低摩擦化　●ミスアライメント　●スリッター　●ダイカッター　●レーザーカット
●超音波カッター　●巻替機　●紙管・プラスチックコア　●段差痕対策　●静電気
対策　●ウェブの物性測定　●製造欠陥の改善　●非接触搬送　●各種センサ

7月 特集：エレクトロニクス
【Keywords】●フレキシブルエレクトロニックス　●プリンテッドエレクトロニクス
●5G 対応基板材料　●導体材料　●ウェアラブルデバイス　●伸縮性材料（基板、
導電性インキなど）　●Roll to Roll（Sheet）加工　●微細パターニング　●インプ
リント　●転写印刷　●立体印刷　●UV 硬化　●コーティング・ラミネーティング
●有機半導体　●有機デバイス　●パワーデバイス　●サーマルマネジメント
●CASE（自動車）　●絶縁材料　●誘電体　●放熱材料　●酸化物半導体（ITO、
酸化亜鉛、酸化スズ、IGZO）　●分散技術　●耐熱性フィルム　●欠陥検査　●表面
処理　●反射防止フィルム　●高硬度ハードコートフィルム　●光学フィルム　●カ
ラーフィルター　●異方導電フィルム　●量子ドットフィルム　●超ハイバリアフィルム
●タッチパネル　●透明電極フィルム　●OCA　●LCD　●有機 EL ディスプレイ　
●ヘッドマウントディスプレイ　●輝度計測

10月 特集①：多層化・複合化と機能付与
【Keywords】●ノンソルラミネート　●ドライラミネート　●サーマルラミネート
●真空ラミネート　●押出ラミネート　●多層同時押出　●溶剤型接着剤　●無溶剤
型接着剤　●機能性アンカーコート剤　●抗菌・抗ウイルス剤　●添加剤と改質剤
●ホットメルト　●シーラント材　●ヒートシール　●超音波シール　●エージングレス
●コーティング　●高精度位置合わせ技術　●ロール間圧力測定　●ゴムロールの硬
度と圧力　●自動化技術　●ポリマーアロイ　●コンポジット材料　●前処理・後処理
●乾燥、硬化、焼成　●オゾン処理システム　●押出用樹脂　●ラミネート用各種ローラ

特集②：表面機能化
【Keywords】●各種高機能膜　●表面処理・改質　●微細転写　●コーティング
●蒸着・スパッタリング　●イオンプレーティング　●レーザーアブレーション
●DLC　●ALD　●陽極酸化　●UV・EB 硬化　●インプリント　●薄膜転写
●ナノ材料の塗工剤への活用　●密着性向上　●表面測定技術　●ナノ積層フィルム
●表 面 微 細 加 工　●放 電 プ ラ ズ マ　●電 解・無 電 解 めっき　●Molded 
Interconnect Devices　●導電性付与　●帯電防止　●通気性　●易接着　●防
汚性　●濡れ性向上　●マイクロデバイス　●マイクロポーラス　●脱脂洗浄

8月 特集：パッケージング
【Keywords】●モノマテリアル化　●プラスチック代替　●CO2 排出量削減　●脱
有機溶剤　●リサイクル　●薄肉化・減容化　●鮮度保持包装　●抗菌・無菌包材
●スマート・パッケージング　●環境負荷低減　●多品種小ロット対応　●水性印刷
●デジタル印刷　●UV・EB 印刷　●トータルセーフティ対策（GMP 対応、
HACCP 対応、クリーン化）　●医薬品包装　●チャイルドレジスタンス・シニアフレ
ンドリー　●酸素吸収　●バリア包材　●易カットフィルム　●イージーピールフィルム
●機能性レンジ包材　●ボトル成形・加飾　●ホログラム　●インジケーター　●吸
湿剤　●異物検知　●ガスバリア測定　●殺菌・滅菌　●時短調理　●少量・個食包
装　●内食・中食用包装　●テイクアウト用包材　●ノントレー包装　●青果用包装
●アクティブパッケージ　●フードロス削減　●ロジスティクス　●充填技術　●水蒸
気透過度測定　●色校正

2月 特集：粘着・接着・剥離技術
【Keywords】●粘着現象　●脱有機溶剤化（エマルション、ホットメルト、ハイソリッド、
UV 硬化、EB 硬化）　●接合　●融着　●粘着剤　●接着剤　●改質剤　●粘着フィ
ルム・テープ　●接着フィルム　●接着性樹脂　●導電性接着剤　●剥離剤　●リリー
スライナー（紙・フィルム）　●高耐熱　●塗工技術　●厚膜塗工技術　●乾燥・硬
化　●省エネルギー　●VOC 対策　●積層フィルムの剥離・分離　●易リサイクル
性　●クリーン化　●環境負荷低減　●濡れ性評価　●摩擦摩耗試験機　●計測・評
価　●可視化技術　●シミュレーション技術　●カール防止　●静電気防止　●アウト
ガス対策　●工程紙　●発塵防止　●スリッター　●検査装置　●打抜

4月 特集：コーティング
【Keywords】●コーター（テストコーター、同時多層コーター、単板コーター、バッ
チコーター、R2Rコーターなど）およびパーツ（ダイ、ドクターチャンバー、真空チャ
ンバー、真空ポンプ、ターゲット材、EBガン、駆動装置、フィルター、ギアポンプなど）
●両面同時塗工　●表面処理（コロナ、プラズマ、フレイム）　●乾燥・硬化システム（熱
風、IR、UV、EB、高周波、ハイブリッドなど）　●塗液分散　●塗液脱泡　●膜厚計
測　●静電気対策　●クリーン化　●流動解析　●溶剤回収　●電池材料　●ナノマ
テリアル　●マイクロカプセル化技術　●粘着塗工　●ハードコート　●各種コーティ
ング剤　●プライマー　●フィルター　●ボールミル・ビーズミル　●受託塗工
●膜質管理

12月 特集：品質管理と検査・計測
【Keywords】●品質管理システム　●厚み制御　●膜厚測定　●テンション制御
●欠陥検出　●異物検査●原反品質検査　●印刷品質検査　●バリアブル印刷検査装
置　●ディープラーニング　●AI 技術　●カラー管理　●校正機　●巻替検品　●嚙
み込み検査　●クリーン化技術　●エージング　●省電力　●温湿度管理　●除塵装
置・システム　●除電装置　●画像処理システム　●ラインセンサーカメラ　●合理
化・省力化　●各種計測装置（引張試験機、圧縮試験機、接触角計、ヘイズメーター、
分光光度計、レーザー顕微鏡、実体顕微鏡、粘度計など）　●形状計測　●非接触計
測技術　画像解析技術　●製品のトレーサビリティ　●ロスゼロ提案　●稼働状況モ
ニタリング

5月 特集：高機能フィルム・シート
【Keywords】●透明導電フィルム　●タッチパネル用フィルム　●二次電池用セパ
レータ　●電磁波シールド材　●帯電防止フィルム　●水溶性フィルム　●光学フィル
ム　●ハードコートフィルム　●離型フィルム　●ドライフィルム　●加飾成形用フィル
ム　●多孔フィルム　●ハイバリアフィルム　●吸湿徐放フィルム　●圧電フィルム
●生分解性フィルム　●接着性シート　●易開封フィルム　●ディスプレイ用フィルム
（LCD、有機 EL）　●バイオミメティックス　●微細構造による機能化　●構造色
●異種材料接合フィルム　●バイオマスプラスチック　●CNT　●CNF　●グラフェ
ン　●機能紙　●不織布　●金属箔　●複合材　●関連成膜技術（押出、キャスト、
共押出、冷却ロール、加熱ロール、ベルト、延伸、配向、低ひずみ成形技術、巻取、スリット）

3月 特集：環境技術とSDGs
【Keywords】●プラスチック代替材料　●モノマテリアル化　●海洋生分解　●バイ
オマスプラスチック　●生分解性プラスチック　●マイクロプラスチック　●マテリアル
リサイクル　●ケミカルリサイクル　●サーマルリサイクル　●クローズドリサイクル
●複合材料のリサイクル　●SDGs の実践　●LCA　●カーボンニュートラル
●再生可能エネルギー　●環境性フィラー　●セルロース材料　●省エネ・省電力化
技術　●CO2 排出量削減　●VOC 削減　●脱有機溶剤　●水性印刷・コーティング
●ノンソルラミネート　●薄肉・減容化　●フードロス　●環境配慮設計　●ネイ
チャー・テクノロジー　●プラスチック資源循環促進法

2022年 特集企画スケジュール

これらの特集テーマは2021年9月時点のものです。このため、変更の可能性があります。また、Keywordsは、あくまでも特集内容をより具体的にイメージしたものであり、実際のコンテンツとは異なります。

軟包装市場を支えるコンバーターの
次の一手、多品種小ロット対応、デジ
タル印刷の効果的な運用術、水性
印刷の技術動向など、軟包装印刷
業界を取り巻く多角的なトピックに切
り込みます。

Print & Packaging
食品・飲料、医薬品・衛材、ヘルスケ
ア、日用品、物流など、広範なユー
ザー業界でのヒット商品を取り上げ、
開発背景や今後の市場展望を分析
します。また、コンバーターや素材業
界に対する新たなニーズも探ります。

ザ・ユーザー
海洋プラスチックごみの削減に向け
て、紙をはじめとするプラ代替材料の
利用や、プラ使用量削減技術の開
発が進められています。新材料の機
能面にも着目しながら、先進的、独創
的な技術開発を紹介します。

脱プラ・減プラ

人手不足や熟練技術者の退職等に
よる生産現場の技術レベル低下の
対策として、AI技術の応用が広がっ
ています。オートパイロット制御の実
現や最終製品検査の自動化といっ
た最新動向にフォーカス。

AI TECHNOLOGY
モノマテリアル、ケミカルリサイクル、
複合材料の分離など、廃棄プラスチッ
クを資源として循環させるための技術
が強く求められています。脱・脱プラに
向けた最新情報をお届けします。

サーキュラーエコノミー
大容量の情報データが、大量かつ高速
にやりとりされる5Gの時代が到来します。
比誘電率および誘電正接が低い絶縁
材料など、5Gを下支えするコンバー
ティング関連技術の情報を発信します。

5G
マスク着用・手指消毒、三密回避、
テレワーク……コロナ禍で浸透しつ
つある“新常識”が生み出すニーズ
に応えるコンバーティング製品や
技術開発の取り組み、市場動向など
に注目します。

New Normal

活躍するコンバーター、素材、機器メー
カーなどのトップに、独自の経営方針や
時代のキーワードを語っていただきます。
経営課題を乗り切る方策とともに、仕事
への情熱、業界への思いなど、さまざま
な切り口からその人物像に迫ります。

Top Interview

11月 特集：フィルム・シートとマテリアル
【Keywords】●機能性樹脂　●高機能フィルム・シート　●不織布　●機能紙
●機能性金属箔　●超薄板ガラス　●コンポジット製品　●コーティング剤・塗料
●ナノ材料　●インキ　●粘着剤・接着剤　●添加剤・フィラー　●セルロースナノファ
イバー　●カーボンナノチューブ　●グラフェン　●銀ナノワイヤ　●ハイブリッド材料
●ポリマーアロイ　●自己組織膜　●傾斜膜　●メタライジング　●生体親和性素材
●調湿材　●可逆性材料　●導電性材料　●バリア材　●選択透過・吸着性材料
●抗菌・抗ウイルス材料　●ナノマテリアル　●バイオミメティクス　●構造色　●炭
素繊維強化樹脂材料　●ガラス繊維強化樹脂材料　●CNF 強化樹脂材料　●グリー
ンコンポジット　●カーボンナノチューブ　●無機材料　●マトリックス材　●フィラー
強化材　●複合材料成形法　●複合材料の用途展開（自動車、航空機、宇宙、スポー
ツ用品など）　●軽量化　●物性向上

6月 特集①：デシタル印刷
【Keywords】●インクジェット印刷　●デジタルラベル印刷　●電子写真印刷
●水性インクジェット印刷　●エレクトロインキ　●デジタル後加工　●インク受容層
●多品種少量生産　●高速印刷化　●乾燥技術

特集②：フレキソ印刷と各種印刷
　　　 技術

【Keywords】●フレキソ印刷機　●7色拡張ガモット　●コンビネーション印刷加工機
●フレキソインキ（バイオマス、水性・UV・EB）　●マウンター　●表面処理装置
●製版システム　●感光性樹脂版　●貼り込み校正機　●両面粘着テープ
●スリーブ版　●アニロックスロール　●箔押し　●打抜き　●ノンソル接着剤
●ノンソルラミネート　●デジタルエンボス　●スクリーン印刷　●導電性インキ・
ペースト

★コーティング（塗布）＜WetとDry（蒸着、スパッタ、プラズマCVD等）＞
★ラミネーティング（貼合）＜EXT、DRY、WET、NS、HM､真空、熱・超音波・レーザ融着、他＞
★印刷（プリンティング）

★蒸着（メタライジング）
★スパッタリング、反応性スパッタリング
★有機触媒CVD
★イオンプレーティング
★大気圧プラズマ、他
★カレンダリング

★含浸（ディッピング）
★めっき（無電解めっき、電解めっき）
★フォトリソグラフィ（エッチング）
★フィルム製膜（キャスト・インフレ・共押出・二軸延伸、他）
★仕上加工（スリッティング、ワインディング、シーティング、
　　　　　 ダイカッティング、抜き加工、他）

★新技術（ナノテク、バイオマテリアル、他）
★デザイン・設計・製版・データ処理
★Ｒ２Ｒ、R2S加工技術
★ウェブハンドリング
★表面処理・改質
★加飾成形（エンボス、ホログラム、真空成形、水圧転写、
　　　　　 ホットスタンプ、インモールドデコレーション、他）
★アニール　　★乾燥・硬化・焼結（熱風、IR、UV、EB、他）
★各種制御技術　　★試験・検査・測定・解析技術
★マテリアル・ハンドリング
★環境対応（水性・無溶剤、VOC・CO2排出抑制、他）
★省電力ノウハウ　　★リサイクル

グラビア、フレキソ
スクリーン、シリンダースクリーン、オフセット、グラビアオフセット
転写、静電、曲面、IJ、オンデマンド、ナノインプリント、3D Printing

データ処理

◆導電性フィルム、PWC、FPC、FCCL、熱転写フィルム、積層回路、TAB、光導波路フィル
ム、タッチパネル、FPD（LCD、PDP、OLED）用各種フィルム・シート（TACフィルム、PVA
フィルム、TFT、偏光板（フレキシブルを含む）、導光板、光反射・光拡散フィルム、プリズム
シート、位相差フィルム、視野角拡大フィルム、カラーフィルター、AG・ARフィルム、3D表
示用シート、工程フィルム）、耐指紋フィルム、自己修復フィルム、金属メッシュフィルム、EMI
シールドフィルム、研磨フィルム、極薄ガラス、帯電防止フィルム、コンデンサー、有機トランジ
スタ、セラミックグリーンシート、絶縁テープ、金属光沢転写フィルム、圧電フィルム、etc.

◆太陽電池用部材（フィルム基板、バックシート、バリアフィルム、封止フィルム）、バイオプラ、
二次電池、電池用部材（セパレーター、回路、電極用金属箔、アルミ多孔箔、外装用フィル
ム、燃料電池用電解質膜、カーボンペーパー、他）、etc.

◆粘着テープ（タイプ：片面／両面／基材レス、基材：紙／布／セロハン／フィルム／発
泡／金属／複合、用途：電気絶縁／難燃／工程用／表面保護／マスキング／防水／
標示、他）、シール、ラベル、バックグラインドテープ、ダイシングテープ、貼付医薬品（経皮吸
収製剤）、縫合用テープ、防水フィルム、創傷被覆材、ドレッシング材、圧着葉書、マーキング
フィルム、窓貼り用フィルム（熱線遮蔽、飛散防止）、ラッピング用フィルム、スポーツテープ、
ワイヤーハーネス結束用粘着テープ、塗装マスキングテープ、塗膜一時保護用粘着フィル
ム、異音防止用粘着テープ、極低VOCテープ、自動車用保護フィルム、車輌用視認性向
上テープ、etc.

◆シースルーグラフィックス、フロアサイン、3D印刷素材、ルーフィングシート、防水シート、養生
シート、防音・遮音材、耐火・難燃材、遮水シート、目隠しフィルム、壁紙、床材、遮熱塗料・
シート、ガラス補修フィルム、防曇フィルム、ガラス用中間膜、店舗内装用粘着シート、窓貼り
用フィルム（熱線遮蔽、飛散防止）、化学物質吸着シート、避難誘導用蓄光シート、デザイン
シート、etc.

◆フレキシブルパッケージ（軟包装）、紙袋、紙器、段ボール箱、液体容器（板紙プラ積層容
器、BIB、BIC他）、フレキシブルコンテナ、通い箱、シュリンクラベル、胴巻ラベル、シュリンク
ストレッチラベル、インモールドラベル、ポーションパック、PTP、ブリスター、滅菌包装、プラス
チックボトル、スパウト袋、チャック袋、ラミネートチューブ、プラスチックチューブ、無菌充填包
装、レトルトパウチ、電子レンジ対応包装、IH対応パッケージ、スタンディングパウチ、イージー
ピール包装、酸素吸収包材、真空包装、深絞り包装、医薬品包装、鮮度保持フィルム、イン
ジケーター、防錆紙・フィルム、防虫シート、etc.

◆紙おむつ（子供用、介護用）、消臭用シート、生理用ナプキン、手術着、マスク、レントゲン用
フィルム（歯科、医科）、シート製剤、バイオチップ、床擦れ防止シート、衛生・介護用品、滅
菌包装、etc.

接着剤
粘着剤
剥離剤

接着剤
粘着剤
剥離剤

インキ
インク
インキ
インク 添加剤添加剤 繊維繊維

炭素繊維炭素繊維金属箔
鋼板
金属箔
鋼板

合成紙合成紙

紙・板紙紙・板紙

薄膜硝子薄膜硝子 無機材料無機材料

有機材料有機材料

新素材新素材

バイオマス
マテリアル
バイオマス
マテリアル

マイクロ
カプセル
マイクロ
カプセル

ナノ材料ナノ材料
グラフェン
シート
グラフェン
シート

コーティング剤（材）コーティング剤（材）

不織布不織布

コンバーティングプロダクツの例コンバーティングプロダクツの例

フィルム
樹脂
フィルム
樹脂

加工技術＝コンバーティング技術の世界

コンバーティングプロダクツの例コンバーティングプロダクツの例コンバーティングプロダクツの例
多様なマーケットが存在する多様なマーケットが存在する

建築・土木
補修

建築・土木
補修

電子・電気電子・電気

インテリア
壁紙・床材
インテリア
壁紙・床材

飲料・食品飲料・食品

日用雑貨日用雑貨 介護・医療介護・医療
アパレルアパレル化粧品化粧品 航空・宇宙航空・宇宙

水産水産

セキュリティセキュリティ
IT・通信IT・通信

蓄電池蓄電池

半導体半導体

農業農業 医薬医薬

物流・流通物流・流通

自動車自動車

防災防災

教育教育

リサイクルリサイクル

環境環境

印刷印刷

包装包装

広告広告

技

発電
環境エネルギー

発電
環境エネルギー ディスプレイディスプレイ

家電家電

プリンテッド
エレクトロニクス
プリンテッド

エレクトロニクス

ナノ
ファイバー
ナノ

ファイバー

【対象業種】
樹脂、フィルム・シート、機能紙（加工紙）、機能
性フィルム・シート、蒸着紙・フィルム、金属箔、
鋼板、合成紙、不織布、繊維、ガラス、紙・板紙、
段ボール、インキ、接着剤、粘着剤、剥離剤、
コーティング剤、添加剤、炭素繊維、カーボンナ
ノチューブ、セルロースナノファイバーなどの
メーカー／フレキシブルパッケージ、BIC、
BIB、インクジェット受像メディア、ラベル・シー
ル、帳票、紙袋、紙器、重袋、農業・園芸用資材、
メディカル・サージカル用品、粘着テープ、
情報記録メディア（ストレージ）、壁紙、建装材、
ホログラム製品、リジット基板、フレキシブル印
刷回路、カラーフィルター、電気・電子・光学
用途向けフィルム製品、電池部材などの製造
加工業者、ユーザー／コーター、ラミネーター、
印刷機、3Dプリンター、スリッター、ワインダー、
蒸着装置などの各種加工装置・関連装置メー
カー／分析・計測・計価機器システムメーカー
／商社、コンサルタント、大学・公的機関など
の研究機関、他

　　　　　　　　　は、技術・
研究・開発はもちろん、生産の
現場から営業の第一線に至るま
で、コンバーティング関連分野で
幅広く愛読されています。

　　　　　　　　　は、高機能
フィルムを生み出すためのテク
ノロジーと材料ヒントを詰め込
んだ、コンバーター必読の情報誌
です。

上記の個人情報は、当社からの、メール・マガジンの配信、新刊案内、セミナー開催案内、ツアー募集等のDM送付、各種販促活動に利用させていただくことがあります。
この件につき、「同意される」「同意しない」の確認をお願いします。同意されない方の個人情報は、上記を含む他の用途に利用することはありません。 □同意する □同意しない

フリガナ

氏名：

会社名

所属部署・役職

　　　〒
住所：

TEL：

E-mail：

備考欄：

FAX：

送信先 ： FAX.03-3258-1202
年間購読：定価30,800円（本体 28,000円＋税10％）、送料別：年間4,200円
左記申し込みます。折り返し、本誌と請求書を送付して下さい。
ブックストアからもご購入いただけます。→ https://www.ctiweb.co.jp/store/

 　　　年　　　月より

編集部が総力を挙げてお届けするページ、「編集の視線」で取り上げるテーマの例を紹介します
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コンバーティングの総合情報誌

は、フィルム・シート、金属箔、紙・板紙、機能紙、不織布、合成紙、繊維、鋼板、炭素
繊維複合シート、薄膜ガラス、セラミックシート、発泡シートなどのウェブ・シートをベースとする様々な
加工技術（コンバーティング・テクノロジー）にスポットを当てた、世界で唯一の技術情報誌です。

は、コンバーティングに関連する、コーティング、ラミネーティング、プリンティン
グ、スリッティングなどの技術情報を、約46年にわたって発信し続けてきました。その貢献度は、
今日の日本の産業を支える情報技術、電気・電子、グリーン・エネルギー分野におけるコーティングビジネス
の発展からも明らかです。知る人ぞ知る存在と評価されています。

＝コンバーティング（Converting）＋テクノロジー（Technology）
コンバーテック（CONVERTECH）

https://www.ctiweb.co.jp/

は、コンバーターとユーザー業界、コンバーターと素材・材料／機械・機器・システムなどの
メーカー・流通販売業界、そして、コンバーターと奇抜なアイデアを結びつけ、市場からの移り気で無理難題な要求
に応える、他にはない、何か変わった、何か新しいプロダクツ（Something X）を産み出すための、コンバーターおよ
びコンバーティング業界関係者の全てにとって、接着剤の役割を果たす情報メディアです。

∞付加価値を生み出す

は、既成の枠に囚われた狭隘な業界向け雑誌ではありません。例えば、包装、接着、印刷、
ラベル、プラスチック、紙、不織布、繊維、ディスプレイ、医療、バイオ、半導体、電子、化学、自動車、建築、機械など、
キッチリと区分けされた縦割り業界ごとに専門紙・誌はありますが、技術の拡がりを抑圧する必要はありません。
コンバーティングのキモである「コーティング」「ラミネーティング」「プリンティング」「切る・抜く・巻く」などを駆使して
モノ作りに邁進しているコンバーターと関連業界のための媒体です。これらの技術は、多種多様な業界において、
横断的な拡がりをもって活用されています。

株式会社 加工技術研究会 https://www.ctiweb.co.jp/
本　社 〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町1-23　TEL. 03-3258-1201　FAX. 03-3258-1202
営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-21　　　　　　　　　　　 　　 FAX. 06-6390-1502©加工技術研究会 2021

職　種

技術
34.9％

企画・
研究開発
19.6％ 製造

20.2％

販売・流通
9.5％

その他
15.8％

業　種

コンバーター
（コーティング、
ラミネート、印刷、
スリット等）
 45.5％

その他
11.0％

材料・
素材等製造・販売
（紙、フィルム、金属箔、樹脂等）

18.5％

加工機械・
関連装置製造・販売
15.0％

加工製品
ユーザー・流通

10.0％

媒 体 名
発 行 日
発 行 所
発 行 者
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広告原稿締切：掲載月の前々月末

「コンバーテック」広告媒体案内

■2022年　　　　月号の下記チェック頁に掲載申し込みします。
掲載頁：
表紙（□1、□2、□3、□4）
□表2対向（カラー）
前付普通頁（□カラー、□2色）
□本文前（2色）
本文中広告
　カラー（□1頁、□1/2頁、□1/3頁、□1/4頁、□1/6頁）
　モノクロ（□1頁、□1/2頁、□1/3頁、□1/4頁、□1/6頁）
□後付トップ（モノクロ）
□後付普通頁（モノクロ）　　□1/2頁（モノクロ）
□表3対向（モノクロ）

フリガナ

氏名：

会社名

所属部署・役職

　　　〒
住所：

TEL：

E-mail：

備考欄：

FAX：

年　　月　　日

掲載料 ￥　　　　　　　　　　　 　（税別）

※上記「掲載料」は完全データ（印刷適正）でご入稿いただいた場合の料金です。
※本機校正が必要な場合は、別途実費料金を申し受けます。
※製版後の直しは、再製版料金がかかります。
※1/2頁広告は本文中、後付広告頁を選択できません。
※デザイン・レイアウト等の制作費用は別途となります。

●デザイン・レイアウト料
※カラー（4色）：￥50,000～　　2色、モノクロ：￥20,000～
※イラスト、ロゴトレース、撮影、画像処理、特殊処理等は別途お見積となります。
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モノクロ
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都合により本文中広告頁になることがあります。

Editor's Notes対向

●指定頁は先着順に決定させていただきます。　●2色広告の「青」はプロセスシアンです。

広告寸法 媒体はA4規格サイズ（W210×H297mm）です

1P
②

1/4P
⑤

1/2P
③

1/3P
④

①

③1/2P：W180×H125mm
④1/3P：W114×H125mm
⑤1/4P：W180×H60mm
⑥1/6P：W54×H125mm

①W210×H210mm（右・下＋3mm）
　※右方、下方が裁ち落としとなります
②1P：W180×H260mm
　1P（ブリード版）：
　　W210×H297mm（裁ち落とし＋3mm）
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広告
寸法色／掲載料（税別）掲載頁

表 紙 １

表 紙 ２

表紙2対向

前付普通頁

本 文 前

本文中広告

1 頁

　　1／2頁

　　1／3頁

　　1／4頁

　　1／6頁

後付トップ

後付普通頁

1 ／ 2 頁

表 ３ 対 向

表 3

表 ４
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②

②

②

②

②
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③

④
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⑥

②

②

③

②

②

②
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⑥

送信先： FAX.03-3258-1202月刊「コンバーテック」広告掲載申込書


