
【様式-A１】 

「明建会 65周年記念祭」冊子への広告掲載のお願い 

2016 年 3 月吉日 

各位 

明建会会長 平川  清 

実行委員長 加治屋亮一 

協賛 明治大学理工学部建築学科 

 

拝啓 

 各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 わが明治大学理工学部建築学科は 1949 年に創設されて以来，2016 年 3 月には 65 回生を輩出

致します。その卒業生をもって構成される明建会は，会員数約 10,000 名を数えるに至りました。

建築学科ならび明建会では，これを記念して「明建会 65 年記念祭」を，5 月 22 日（日）に開催

する運びとなりました。建築学科ならびに明建会は，この記念祭を過去の 65 年を振り返り，明建

会会員の今後に向けて新たな発展を期すための重要な事業と位置づけております。記念祭の内容

は，堀口建築に関する講演会，建築業界で活躍している卒業生によるパネルディスカッション，

卒業生等による設計パネル展および懇親会で構成されています。 

標記の冊子は，明治大学建築学科の略史（ご退任された先生方と明建会の第 1～20 回生の方々

のご活動内容），当日の記念講演のレジュメ，企業広告，名刺広告で構成される予定です。 

つきましては，この記念祭の開催趣旨にご理解を賜りまして，別紙【様式-A2～4】に記します

要領で，御社の広告を掲載くださいますようお願い申し上げます。なお，広告費の一部は，明建

会を通じて，明治大学への寄付金として，当日の会場にて御協力会社及び皆様の一覧表と共に明

治大学理事長にお渡しいたします。 

末筆ではございますが，御社の今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 

敬具 

記 

明建会 65 周年記念祭 

開催日時：2016 年 5 月 22 日(日) 

開催場所：明治大学駿河台校舎 

式 次 第：設計パネル展（アカデミーコモン１階展示スペース 10:30~16:00） 

     記念シンポジウム（アカデミーコモン 2 階 13:00~15:40） 

      ・建築学科の現況紹介 

      ・講演会 

       講師予定：加治屋亮一（明治大学理工学部），岩橋幸治（早川正夫建築設計事務所）， 

            兼松紘一郎（兼松設計） 

      ・パネルディスカッション 

       コーディネーター予定：小松 聡（大栄建築事務所） 

     懇親会（リバティタワー23 階岸本辰雄記念ホール 16:00~） 

以上



【様式-A2】 

「企業広告の掲載見本」 

 

・誠に勝手ではございますが，掲載形式は以下に示すような版組と大きさにさせていただきます。 

・「企業型広告」では，マークやロゴの印刷を承ります。但し，マークやロゴの印刷を希望される

場合には，ワードでの原稿入稿をお願い致します。 

 

■「企業型広告」の例 

「企業型広告」欄：20,000 円 

○○建設株式会社 

代表取締役社長 小椋 ○○ 

本社〒xxx-xxxx  東京都港区×××× 

TEL：xx-xxx-xxxx （代表）  FAX：xx-xxx-xxxx 

東京営業所 TEL：xx-xxx-xxxx （代表）  FAX：xx-xxx-xxxx 

  外装 PC カーテンウォール設計・製造・販売・施工 

セメント・生コン販売 ガラス・一般建材販売・施工 

株式会社 ○○○商会 

●●事業部：〒xxx-xxxx  東京都港区×××× TEL：xx-xxx-xxxx 

本社：〒xxx-xxxx  東京都港区×××× TEL：xx-xxx-xxxx 

URL：http://www.xxxx.zzzz 

 
 

■「名刺型広告」の例 

「企業型広告」欄：10,000 円 信頼と誠実の○○ 

株式会社 兼松設計 ○○建設株式会社 

代表 兼松 絋一郎（S.37 年卒） 代表取締役社長 小椋 ○○（S.30 年卒） 

〒xxx-xxxx  東京都新宿区×××× 〒xxx-xxxx  東京都港区×××× 

TEL：xx-xxx-xxx （代表） TEL：xx-xxx-xxxx （代表） 

 URL：http://www.xxxx.zzzz 

オフィス空調の△△△ 一級建築士事務所 

株式会社△△△ ○△建築研究所 

本社〒xxx-xxxx  東京都港区×××× 代表 ○○ □□（S.50 年卒） 

TEL：xx-xxx-xxxx（代表） 〒xxx-xxxx 川崎市多摩区×××× 

東京営業所 TEL：xx-xxx-xxxx（代表） TEL：xx-xxx-xxxx （代表） 

  FAX：xx-xxx-xxxx URL：http://www.xxxx.zzzz 

 

 



【様式-A3】 

■「企業広告プラス名刺広告の掲載見本」 

 

・「企業広告プラス名刺広告」の場合は，ワードでの原稿入稿をお願い致します。 

   ページ書式：上下マージン 25mm，左右マージン 25mm  

   レイアウト：1/2 ページまたは 1 ページ占有でレイアウト自由とします。 

 

掲載例 

「企業型広告」欄 

○○建設株式会社 

代表取締役社長 小椋 ○○ 

本社〒xxx-xxxx  東京都港区×××× 

TEL：xx-xxx-xxxx （代表）  FAX：xx-xxx-xxxx 

東京営業所 TEL：xx-xxx-xxxx （代表）  FAX：xx-xxx-xxxx 

■明建会出身者名刺広告欄 
 

    よしだくにお 

吉田 邦男 

昭和 30 年卒(●●ゼミ) 

  ●●部●●課 

TEL：xx-xxx-xxxx 

FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx. 

  

ひらかわ きよし 

平川 清 

昭和 41 年卒(●●ゼミ) 

  ●●部●●課 
TEL：xx-xxx-xxxx 

FAX：xx-xxx-xxxx 

Email:xxxxx@xxx.xxxxx.xx.xx 

きくち まさふみ 

菊池 雅史 

昭和 42 年卒 

昭和 41 年卒(●●ゼミ) 

  ●●部●●課 
TEL：xx-xxx-xxxx 

FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx 

  

 

おおたけ ゆきみち 

大武 通伯 

昭和 36 年卒(●●ゼミ) 

  ●●部●●課 
TEL：xx-xxx-xxxx 

FAX:x-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告掲載料 

企業型広告＋社員名刺広告（9 名程度） 1/2 ページ   50,000 円 

企業型広告＋社員名刺広告（18 名程度） １ページ  100,000 円 

 

 

 



【様式-A4】 

「企業広告掲載要領」 
 

１．掲載型式：誠に勝手ではございますが，同封の別紙【様式-A2～3】に示す掲載見本から，「企

業型広告」，「名刺型広告」，「企業＋名刺広告」をご指定下さいますようお願い致します。 

２．申込み方法：この用紙に所定の事項をご記入の上，下記の申込先まで FAX または email 

        で送信ください。 

３．申込締切日：2016 年 4 月 15 日(金) 

４．申し込み先：明治大学明建会事務局(小山研究室) 

        FAX：044-934-7910(学科代表)，email：zaiken@meiji.ac.jp 

５．掲載料金：企業型広告 20,000 円，名刺型広告 10,000 円， 

       企業＋名刺型広告 1/2 ページ 50,000 円，1 ページ 100,000 円と致します。 

６．振込方法：以下の口座に，4 月 20 日までにお振り込みください。 

   三井住友銀行 生田支店 口座名：明建会 会計 小林 正人 

               (普通口座) 口座番号 １３５５６１７  

 

広告申込書 

１．御社名：                                

２．申込者担当部署：                                

３．申込者ご芳名 ：                                

      電話                                 

      FAX                                 

      Email                                

４．領収書の要否(○でお囲みください) ：   要 / 否 

５．申込年月日： 2016 年   月   日  

６．様式(○でお囲みください)：  企業型広告 / 名刺型広告  

                 企業広告＋名刺広告 1/2 ページ ／ 1 ページ 

掲載原稿(企業型広告の場合)：【様式-A3】の掲載見本をご参照の上，ご記入ください。 

              ワープロ出力のコピーでも，手書きでも結構です。 

  

  

  

  

  

  

 

 


