
日本プラスチックエ業連盟誌

Japan Plastics

■特集 :統計でみるプラスチック産業の一年
〃
」PIF201 7年統計資料集/2017年のフレスチック産業の概況

″

/日本フリスつクエ業酬 岸村小太郎
ポリエチレン/石油化学工業協会 飛田 利雄

ポリプロピレン/石油化学工業協会 飛田 禾J雄

ポリスチレン樹脂/日本スチレンエ業会 後藤 英明
ABS樹脂/編集部

塩化ビニル樹脂/塩ビエ業口環境協会 長縄 肇志
メタクリル樹脂/石油化学工業協会 飛田 利雄
ポリエチレンテレフタレート/ポリマーテク研究所 叢原 法

液晶ポリマー/ポリプラスチックス株式会社 ニノ倉 英樹
ポリアミド/ディーエスエムジャパンエンジエアリングプラスチック帥 姜 信良
ポリアセタール/三菱エンジエアリングプラスチックスい 森本 馨
弗素樹脂/編集部

塩化ビニル製品/日本ビニルエ業会 鈴木 環
塩化ビニル製品/塩化ビニル管口継手協会 山口 秀美
ポリオレフィンフィルム/日本ポリオレフィンフィルムエ業組合 丸山 清
ポリプロピレンフィルム/編集部
ポリウレタンフォーム/ウレタンフォームエ業会 大川 栄二

発泡スチレンシート/発泡スチレンシートエ業会 山崎 純平
PE丁 ボトル/PETボトルリサイクル推進協議会 末永 寿彦
発泡スチロール/発泡スチロール協会 武田 導弘
電線・ケーブル/(―社)日本電線工業会 星野 久子
炭素繊維/編集部

可塑剤/可塑剤工業会 山崎 英夫
プラスチック加工機械/日本プラスチック機械工業会 柴田 稔
廃プラスチックの処理/(―社)プラスチック循環利用協会 半場 雅志

■一般記事〈解説〉

ポリプロピレンの軽量・高強度化を実現する次世代型添加剤/い三栄興業 佐々木大輔

機能願 ンパウンドの世界市駐 調査/1al富士経済

常温のまま液体化した液可塑性樹脂の特徴と用途展開～樹脂の涙/京葉ケミカルlal根本 達広

<広告の〆切日のご案内>
広告締切日 2018年 4月 25日 (水 )

本目次は編集の都合により、内容、執筆予定会社が変更になる場合があります。

日本プラスチツクエ業連盟誌

月刊「プラスチツクス」2018年6月号予定目次



日本プラスチックエ業運盟誌

日本工業出版 株式会社

編集営業部 ラ彗藤  亮

本社 〒113-8610
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※実際の価格については別紙をご参照ください。

「プラスチックス」誌では、随時投稿を

募集 してお ります。

斉藤までご連絡 Fさ い。

E―mail l asato@nikko pb co jp

TEL:03-3944-1181

FAX: 03‐ 3944‐6826

広告デザイン

河野 郁枝

Mobile:090-7283-9484

E¨ mail:kono il1 05@gmail com

FAX103-3694-9458

2018年

特集予定一覧

4色 1頁   ¥280,000
2色 1頁 (青)¥140,000
2色 1頁 (赤)¥100,000
1色 1頁   ¥ 85,000
1色 %頁   ¥ 60,000
ベンダーズリスト年 12回 掲載

(巻末掲載文章のみ)

¥ 93,000
バナー広告 (年 間掲載料 )

¥126,000(税込)

1月 号

(12月 28日発4テ )

広告原稿〆切り日
11月 30日

特集:2018年日本プラスチツク産業の展望

エンプラ・汎用プラ(熱可塑・熱硬化)。バイオプラ・熱可塑性エラストマーの

概要と技術・市場・用途展望        3000部 増届1号

2月 号
(1月 31日発イテ)

広告原稿〆切り日
12月 26日

特集:押出・ブロー・プレス成形技術の最新動向

押出。ブロー・発泡・プレス成形技術

3月 号
(2月 28日発行)

広告原稿〆切り日
1月 31日

特集:高機能フィルム・シートと製造技術の現在

高機能フィルム・シートの注目製品と製造装置・材料

4月 号

(3月 30日発イテ)

広告原稿〆切り日
2月 28日

特集:射出成形の注目技術と装置・書5品

射出成形技術と装置・部品の最新動向

300∝ F土曽刷号

INTERMOLD201 8大 阪 出展 (4月 18日～21日 )

5月 号

(4月 27日発行 )

広告原稿〆切 り日
3月 30日

特集 1:最新プラスチツク加飾技術 加飾技術・装置及び材料

特集2:エラストマーの徹底活用術 熱可塑性勲硬化性エラストマー

関西高機能プラスチック展/高機能フィルム展 (5月 9日 ～11日 )

lNTERMOLD201 8名 古屋 出展 (6月 13日～16日 )

6月 号特大号
(5月 31日発行)

広告原稿〆切り日
4月 28日

特集:統計で見るプラスチツク産業の1年 (保存版)

2017年度の原材料 (汎用プラ、エンプラ)・加工機械(射出、押出)

金型国内生産量および輸出入の統計資料集 3000青『増婦J号

付録 :「金型製作製品ガイド」(仮題)(リラスチック乃鴨械とI凡 銅企軸

(イ ンターモールド2018大阪・名古屋への出展製品を中心に紹介)

(付録は、両雑誌6月 号とともに読者に発送)

7月 号
(6月 28日発行)

広告原稿〆切り日
5月 31日

特集 :複合材料と製造技術

CFRPほか複合材料とその製造技術 (コンパウンド化)

8月 号
(7月 31日発行)

広告原稿〆切り日
6月 29日

特集:成形の高効率化・省エネ・システムと周辺機器

射出・押出・成形機周辺装置及び生産管理システム活用法

9月 号

(8月 31日発行 )

広告原稿〆切 り日
7月 31日

特集 :添加剤・フイラーの活用方法

プラスチック用添加剤・フィラー(分散・ナノ化等)

特設記事:試作。少量生産

10月 号

(9月 28日 発行 )

広告原稿〆切 り日

8月 31日

特集 :検査・計測・測定・分析技術

特設記事:異材接合技術

11月 号

(10月 25日発行 )

広告原稿〆切り日
9月 28日

特集 :プラスチックと環境技術

リサイクル技術と環境調和型プラスチック(バイオプラ・燃料化等)

特設記事:MID

名古屋プラスチックエ業展(10月 31日 ～11月 2日 )

12月 号
(11月 30日発イテ)

広告原稿〆切り日
10月 31日

特集 :プラスチツク金型技術と部品

注目金型技術及びホットランナその他部品活用事例

特設記事:表面処理          3000部 増 Elj号

高機能プラスチック展/高機能フィルム展 出展(12月 5日 ～7日 )

※上記予定は予告なく変更する場合がございます。詳細は編集部にお問い合わせください。

Japan Plastics

月号 企画内容 詢憎


