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２０１０年７月６日 

 

 

  災害予防と環境保全の技術： 会誌「安全工学」       

  ２０１０年１０月・１２月号に、広告掲載のお願い、     

  ★特別広告企画 ＜水素利用技術と安全＞          
 

 

 

           ＜発行所＞特定非営利活動法人安全工学会  

                      ＜本誌広告一手取扱広告代理

店＞理工企画株式会社  
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-6-12  

                       TEL 03-3246-1261(代表) FAX 03-3241-2296  

 

拝啓 貴社 益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

会誌「安全工学」は、全会員（約 900 名）と関連会社・大学・研究機関等各方面に配布

し、長期に保存され、活用されますので、貴社のＰＲ媒体として的確であると自信を持

ってお勧め出来るものです。 

 

 

  ＜水素利用技術と安全＞に、ついての広告企画号の＜対応製品・技術＞  

 

 ＊水素エネルギー社会に向けた安全工学の役割 

 ＊水素利用技術開発         ＊水素の静電気感度 

 ＊高圧水素ガスの漏洩拡散      ＊高圧水素噴流への着火爆発及び拡散火災 

 ＊水素の爆燃・爆発         ＊水素製造、輸送と安全技術 

 ＊水素ステーションの安全技術  

 

●水素製造 

改質装置・技術              ガソリン/灯油/ナフサ 

水素製造装置・技術           バイオマスシステム 

純水素                   その他水素製造装置・技術 

メタン（天然ガス）/プロパン/ブタン/メタノール 

●貯蔵・供給 
貯蔵タンク・容器             ディスペンサー 

水素吸蔵合金               ケミカルハイドライド/カーボンナノチューブ   

バルブ/継手               ポンプ 

ブロワ                    水素ステーション 

コンプレッサー              その他貯蔵・供給関連製品・技術 
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           ＜ＦＡＸ返信広告掲載申込書＞        

理工企画株式会社 有 福 行 （ＦＡＸ ０３－３２４１－２２９６） 

       会誌「安全工学」 特別広告企画              

   ＜水素利用技術と安全＞に、広告掲載申込書          

                                                 （NET）    

 

（Ａ） ２０１０年１０月号に、普通頁・１ 頁（＠６５，０００．－）掲載申込 ［ ］ 

                                                       

 

（Ｂ） ２０１０年１２月号に、普通頁・１ 頁 （＠６５，０００．－）掲載申込 ［ ］ 

                                                       

 

（Ｃ） 普通頁 ・ 年 ３ 回・１ 頁・(＠６５，０００．－)掲載申込 ［ ］ 

 （年３回広告ご掲載のため出精値引き・１０％割引料金合計￥１７５，５００．－）     

                                                       

                      上記、該当の［   ］に、○印を、ご記入下さい。 

（１）広告掲載原稿を（ＣＤ）で納入します。 ［ ］ 

 

（２）広告掲載原稿を、メールで送信します。 ［ ］ 

 

 ＊送信先メールアドレス： data@rikoh-kikaku.co.jp 

 ＊出力ゲラ（刷り見本）をＦＡＸしてください。（ＦＡＸ ０３－３２４１－２２９６） 

 

（３）広告は掲載しません。 ［ ］ 

 

（４）見本誌を希望。 ［ ］ 

                         上記該当の［   ］に、○印をご記入下さい。 

 

＊２０１０年１０月号広告申込・原稿締切日  ２０１０年 ８月２３日（月）   

＊２０１０年１２月号広告申込・原稿締切日  ２０１０年１０月２２日（金）   

 

 

（貴社名）                        (ご担当名) 

                                                     

(ＴＥＬ)                          （ＦＡＸ） 

                                                     

 

(E-mail)                                                                
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会誌「安全工学」媒体資料 

安全工学に関する科学と技術の新しい発見，創造，理論，知識ならびに重要な経験，事

例，調査結果などを広く会員に伝えることを目的とし，1962 年(昭和 37 年) 4 月に創刊

号を刊行し，以来 1968 年までは季刊とし，その後は隔月刊として発行しています。毎

年１～２回はその時代のニーズに応じて小特集号または特集号を発行しており，そのテー

マは火災爆発のほか静電気，地震対策，安全人間工学，訓練用シミュレーター，セーフテ

ィーアセスメント，粉じん，破壊災害，有害物の回収と処理，公害，騒音・振動，腐食事

故と対策，セキュリティーシステム，環境問題，労働衛生工学，産業系廃棄物，寿命予測，

安全の解析，破壊と安全工学，先端技術の安全，阪神・淡路大震災，環境評価，安全と環

境のシミュレーション，破壊のシミュレーション，安全工学協会創立 40 周年記念，医療･

医薬の安全，内分泌撹乱化学物質，リスクの社会受容，ヒューマンファクター等、多岐に

わたっております。 

事業内容：本会は、主として産業に係わる安全・環境の諸問題を広く工学的に研究・調査

し、各種災害の防止のための知識・技術の向上、普及を図り、もって産業の発展及び社会

の福祉に貢献することを目的としております。  

                                         

発行所：特定非営利活動法人安全工学会  

    （英文：Japan Society for Safety Engineering、略称「JSSE」） 

                                          

 

会 誌：安全工学 

発行日 ：年６回（2 月、4月、6 月、8月、10 月、12 月の 15 日発行） 

体  裁：Ａ４判・８０頁 

発行部数：１,３００部 

                                        

 

広告料金：普通頁・１頁・１色・￥６５，０００、－（表紙関係はお問合せ下さい。） 

＊広告面寸法：天地２６ｃｍ×左右１８ｃｍ（裁ち落としは出来ません。） 

＊原   稿：１色のポジフイルムの場合は＝１３３線、膜面下 

 

●原稿製作について、及び原稿送付先                              

＊ご希望により原稿製作費の見積書を提出いたします。 

＊版下支給の場合は、ポジフイルム製作費が別途かかります。 

＊生原稿から製作する場合は、別途実費原稿製作費がかかります。 

＊メールでの送信先は： data@rikoh-kikaku.co.jp 
＊データ入稿は、ＣＤです。 

＊メール及びデータ入稿の場合は、ポジフイルム製作費が別途かかります。 

                                        

理工企画株式会社 担当 有福 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-6-12 

ＴＥＬ０３-３２４６-１２６１（代）  ＦＡＸ０３－３２４１－２２９６ 
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会誌「安全工学」の特集号一覧（抜粋） 

 

廃棄物安全 特集号 産業系廃棄物と安全工学 

壌汚染の現状と対策 特集号(2) 計測 

土壌汚染の現状と対策 特集号 教育訓練 

リスク評価とリスク対策 特集号(2) 労働衛生工学 

リスク評価とリスク対策 特集号 反応危険性 

有害化学物質のモニタリング技術 小特集号 環境問題 

化学物質の処理と安全 特集号 協会創立３０周年記念 

21 世紀の労働安全衛生 特集号 セキュリティ・システム 

機能安全 小特集号 腐食事故とその対策 

ヒューマンファクター セフティ・アセスメント 

リスクの社会受容 訓練シミュレーター 

内分泌撹乱化学物質 地震対策 

医療・医薬の安全 静電気 

協会創立４０周年記念 火災・爆発 

破壊のシミュレーション 安全人間工学 

安全と環境のシミュレーション 騒音・振動 

環境評価 協会創立２０周年記念 

阪神・淡路大震災(その２) 有害物の回収と処理 

阪神・淡路大震災(その１) 気象と安全工学 

先端技術の安全 気象と安全工学 

破壊と安全工学 寿命予測 

自然災害 製造物責任・製品安全 

自然災害 産業系廃棄物の再資源化 

安全の解析  
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安全工学講習会のご案内（抜粋）

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsse3/event/training.html 

 

 

＊第４回 科学物質危険性測定セミナー（使用予定熱量紹介） 

 ・熱流束型熱量計（Ｃ８０）・ＴＡＭ・圧力追従式断熱型熱量計（ＡＰＴＡＣ） 

＊事故災害事例とその対策                 

＊ｗｅｂを使った「化学プラントの安全」        

＊第 27 回 安全工学セミナー（安全解析・安全管理講座） 

＊人間工学と安全工学共同セミナー                 

＊第 16 回 半導体工業用ガス講習会                

＊第 14回 半導体工業用ガス講習会 （半導体工業用ガスの安全に関する最近の状況） 

 ・オゾン，酸素等支燃性ガスの爆発・火災危険性、半導体工業用ガスの有害性、半導体工業用ガスの除

害について、半導体工業用ガス供給系の安全対策 

＊第 13 回 半導体工業用ガス講習会(フッ素系ガスの安全を中心に) 

 ・フッ素系ガス等の火災・爆発危険性と安全対策、フッ素系ガス等の生体有害性と安全対策、フッ素系

ガス等の製法・性質・反応性 －NF3 ガスを中心として－、フッ素系ガス等の取扱いと安全対策、フ

ッ素系ガス等の環境対策、フッ素系ガス等の漏洩検知技術 

＊第 30 回 災害事例研究会（ポパール事故 20 年特別セミナー） 

＊第 38 回 安全工学研究発表会             

＊第 27 回 安全工学セミナー              

 ・物質危険性講座、危険現象講座、予防対策講座、安全管理講座 

＊第 23 回 安全工学セミナー              

＊第 21 回 新しい安全管理の安全工学講習会 

＊第 17 回ヒューマンファクターと安全に関する安全工学講習会  

 ・「緊急時の人間行動の特徴と対策」、「組織面を考慮したヒュ－マンファクタ－と安全管理」、「航空や

交通におけるヒュ－マンファクタ－」、「最近の事故にみるヒュ－マンエラ－」、「認知人間工学から見

たヒュ－マンエラ－の構造とその防止対策」「我が社のヒュ－マンエラ－防止対策実施例」  

＊第 3回 安全工学講習会 「安全工学実験講座」 

＊第 3回 化学物質爆発・火災危険物測定技術セミナー  

 ・可燃性ガス・蒸気の爆発特性評価、粉じん爆発の危険性と測定技術、静電気の発生機構と測定技術、

機器による測定実習 等 

＊第 19 回 「リスク」に関する安全工学講習会  

 ・「リスク社会において求められる企業の経営技術－安全技術からリスクマネジメント、ＭＯＴまで－」、

「リスクマネジメントシステムにおける現場の活動」、「発生頻度の簡易評価手法（ＬＯＰＡ）について」、

「定量的安全性評価手法（ＨＡＺ Ｃｈａｒｔ）の紹介」 

 


