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●地域別 ●業種 別 ● 職 種 別

その他
20％

技術者
80％

JR・私鉄 8％その他 7％

機械メーカー
40％整備

43％

車両
2％

関東
48％

北海道 4％

東海・北陸
20％

中国・四国
6％

近畿
10％

九州
7％

東北 5％

掲載スペース

表2（4色）　　　　  1頁

表3（4色）　　　　   1頁

表4（4色）　　　　  1頁

表2対向（4色）　    1頁

表3対向（4色）　    1頁

目次対向（4色）　    1頁

後付（4色）  　 　　  1頁

後付（4色）　　　 1/2頁

掲載料金

117，700円
115，500円
121，000円
116，600円
115，500円
115，500円
115，500円
69，300円

〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3 新富ミハマビル6F
TEL.03（5542）3366　FAX.03（5542）2077「専属広告代理店」　株式会社大成社

●発　行　所：一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会

●所　在　地：〒105-0003　東京都港区西新橋1-19-4
　　　　　　 難波ビル
●編集発行人：守田光雄

●体裁・頁数：A4、約80頁
●発 行 部 数：9,600部
●創　　　刊：昭和26年

　本協会は、鉄道車両・輸送並びに鉄道に関連する機械等に関する技術の進歩改善に関する調査研究及び試験を
行うと共にその知識の普及を図り、もって鉄道の安全確保と繁栄に寄与することを目的としています。

※フルデータ原稿で入稿してください。
※イラストレーター・フォトショップCCまで対応。
※イラストレーター作成原稿は全てのフォントの
　アウトライン化。
※パワーポイント・ワード・エクセル原稿入稿は、
　データ変換料金が別途かかります。
※広告寸法は、ノンブリード天地25.5cm×左右18cm
　　　　　　　ブリード天地29.7cm×左右21cm

読者分布

［最新技術］

※消費税込



［内　容］

〔巻頭随想〕新年のあいさつ

〔特　集〕最新技術
　奥羽本線青森駅改築・東西自由通路新設他（仮）
　DEC700、741の新製（仮）
　北陸新幹線増備車両について（仮）
　AU711型空調不具合防止に関する研究
　GV-E197系電気式気動車・E493系交直流電車の紹介

〔研究と開発〕
　ビッグデータを活用した電動空気圧縮機の異常検知手法の確立
　次世代型遅延証明書発行等発行機の開発
　BEMSデータを用いた設備改善に関する研究
　　―東京駅総武地下南部配電所空調レタン化による省エネ―
　E657系車体保全取替部品の劣化分析と取替周期の検証
　神崎川台車温度検知装置（処理装置）騒音に関する対策
　SH70修理技術能力の向上
　
〔連載講座〕
　車両検修業務の基礎（第20回）
　事故に学ぶ鉄道技術（車両編）（第44回）
　事故に学ぶ鉄道技術（機械編）（第41回）
　ライフサイクルメンテナンス（第7回）

〔頭の体操〕テクニカルクイズ Q&A

〔お知らせ〕
　車両技術講座のご案内
　令和3年度全国「車両と機械」研究発表会

〔協会の動き〕
　鉄道車両用材料燃焼性試験実績

日本鉄道車両機械技術協会 会長　中井 氏

JR東日本（機械）
JR西日本（車両）
JR西日本（車両）

JR東海
JR東日本（車両）

JR東日本（車両）
JR東日本メカトロニクス

JR東日本（機械）
JR東日本（車両）

東海交通機械
JR西日本（機械）

上杉 氏
事務局
事務局
高田 氏

事務局

事務局
事務局

［主要読者企業］
愛知環状鉄道株式会社
アズビル株式会社
伊豆箱根鉄道株式会社
遠州鉄道株式会社
近江鉄道株式会社
小田急電鉄株式会社
鹿島臨海鉄道株式会社
神奈川臨海鉄道株式会社
川崎重工業株式会社
関西工機整備株式会社
関東鉄道株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
近畿車輛株式会社
近畿日本鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
株式会社ケイ・エス・ケイ
京王電鉄株式会社
京成車両工業株式会社
京成電鉄株式会社

京阪電気鉄道株式会社
京浜急行電鉄株式会社
相模鉄道株式会社
札幌交通機械株式会社
三機工業株式会社
株式会社三晃空調
山陽電気鉄道株式会社
JR九州メンテナンス株式会社
JR高崎鉄道サービス株式会社
JR千葉鉄道サービス株式会社
株式会社JR西日本新幹線テクノス
株式会社JR西日本テクシア
株式会社JR西日本テクノス
株式会社JR西日本福岡メンテック
株式会社JR西日本メンテック
株式会社JR東日本運輸サービス
JR東日本テクノロジー株式会社
JR東日本ビルテック株式会社
JR東日本メカトロサービス株式会社

JR東日本メカトロニクス株式会社
四国鉄道機械株式会社
四国旅客鉄道株式会社
静岡鉄道株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
新幹線メンテナンス東海株式会社
新京成電鉄株式会社
新日本空調株式会社
西武鉄道株式会社
株式会社総合車輛製作所
智頭急行株式会社
東海交通機械株式会社
東海旅客鉄道株式会社
東京急行電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京モノレール株式会社
株式会社東芝
東武インターテック株式会社
東武鉄道株式会社

東北工機整備株式会社
東洋熱工業株式会社
名古屋鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
日本貨物鉄道株式会社
日本コンサルタンツ株式会社
日本車輌製造株式会社
阪急電鉄株式会社
阪神電気鉄道株式会社
東日本テクノロジー株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社日立製作所
富士電機株式会社
北越急行株式会社
北海道旅客鉄道株式会社
三菱電機株式会社
株式会社ゆりかもめ
横浜新都市交通株式会社



申込月日／　　　　年　　月　　日

送付先　FAX. 03-5542-2077

［御社名］ ［御住所］

　〒

［担当者名］ ［部署名／役職］

TEL.

E-mail

FAX.

［掲載場所／掲載頁数］　※該当するものにチェックをつけて下さい。

［広告原稿］
□　新版　　　　□　　　　　年　　月号版　流用
※流用の場合、原稿コピーに何年版流用と明記し、FAX願います。
※原稿作成及び製版代は別途、実費請求させていただきます。

「上記に関するお問合わせ先」

株式会社大成社
〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3  新富ミハマビル 6F　TEL.03(5542)3366　FAX.03(5542)2077

□　特殊頁

　　 □　表2　　　 4色　1頁　   117,700円

　　 □　表3　　　 4色　1頁　   115,500円

　　 □　表4　　　 4色　1頁　   121,000円　　　　

　　 □　表2対向　 4色　1頁　   116,600円

　　 □　表3対向　 4色　1頁　   115,500円

　　 □　目次対向　4色　1頁　   115,500円

□　 後付頁

　　 □　4色　1頁　   　115,500円　×　　　頁　　　　　　　　　円

　　 □　4色　1/2頁　    69,300円　×　　　頁　　　　　　　　　円

※既に掲載会社が決まっている場合がございますので、ご希望の場合はご相談させて頂きます

［広告掲載月］
□　4月号　　□　5月号　　□　6月号　　□　7月号　　□　8月号　　□　9月号
□ 10月号　　□ 11月号　　□ 12月号　　□　1月号　　□　2月号　　□　3月号　　

※消費税込


