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広告の締切日 11月17日 12月15日 1月19日 2月16日 3月16日 4月13日 5月18日 6月15日 7月13日 8月17日 9月14日 10月12日

Issue focus
（今月の特集）

・空気輸送
　(Pneumatic
　　　　conveying)

・乾燥と脱水・蒸発
(Drying & Evaporating)

・プロフィール
　　　　(Profiles)

　

　POWDER SHOW
     PREVIEW ISSUE

・混合・混練
　(Mixing & Blending)

　POWDER SHOW
　　　　 ISSUE

・ 機械的輸送

　(Mechanical

・粉  砕
　 (Size Reduction)

・スライドゲートバルブ,
ロータリーバルブ
   (Valves,Gates,
               Air locks)

・輸送・マテハン
　(Material, Handling
      &Transportation)

    POST-POWDER
       SHOW ISSUE

・計 量 (Weighing)

・集塵・排気汚染制御
 (Dust  Collection
    & Air Pollution
               Control)

・供給機 (Feeders)

・プロフィール
　　　　(Profiles)

・篩分け,分級,分離

  (Screening,
    Classifying &
          Separation)

・貯 槽 (Storage)

・袋・袋詰め装置
  (Bags & Bag
    Handling
          Equipment)

・計装機器と
        プロセス自動化

  (Instrumentation &
 Process Automation)

Editor's spotlight
(編集者によるスポットライト)

＊広告社以外にも門戸を開いている

・粉 砕
     (Size reduction)
・計量(weighing)
・供給 (feeders)
・輸送・マテハン

 (Material Handling
      &Transportation)

・計 装
      (Instrumentation)
・貯 槽( Storage)
・バルブ類, 排出機

     (Valves,
        gates & Airlocks)
 ・篩と篩網

　(Sifters, Sieves &
　　　　　Screens)

・排出機
 　  (Bin Activators
　　　& Dischargers)
・粉砕機・粒機
　(Mills, Granulators
　　　　& Crushers)
・袋・袋詰め
   (Bags & Bag
              Handling)

・ファン・ブロワ

       (Blowers & Fans)

・集塵機、
    (Dust Collection)

・空気輸送

 (Pneumatic Conveying)

・粉塵爆発防止・
        火花検知・消火

  (Explosion Protection
    & Spark  Detection /
           Extinguishment)
・振動器 (Vibrators)
・供給   (Feeders)

・吸引清掃システム
　(Vacuum Systems
            & Cleaning)
・混合・混練
    (Mixing & Blending)
・篩・分級・分離
   (Screening,
       Classifying &
             Separation)

・レベル計・流量測定
  (Level Indicators &
　 Flow Measurement)
・パイピング・チューブ
         ・カップリング

    (Piping, Tubing,
     　　    & Coupling)
・袋・袋詰め装置
 (Bags & Bag Handling)

・空気輸送
  (Pneumatic
　　　Conveying)
・粒度測定
    (Particle Analysis)
・計測機器・制御機器
  (Instrumentation &
    Process Control)
・貯槽 (Stroage)

・粉 砕
     (Size Reduction)
・輸送・マテハン
   (Material Handling
     & Transportation)
・機械式搬送
(MechanicalConveying)
・金属検知・分離
   (Metal Detection
        & Separation)

・計 量  (Weighing)

・熱交換器
   (Heat Exchangers)

・乾燥・熱粉体処理
  (Drying& Thermal
   Solids Processing)

・安全  (Safety)

・バルブ、弁、
   ロータリーバルブ

  (Valves, Gates &
               Airlocks)

・湿度測定・評価
 (Moisture Analyzers)
・粉塵回収
 　 (Dust Collection)

・械式輸送
   (Mechanical
            conveying)

・混合・混練
 (Mixing& Blending)

・バイオマス

　　　(Biomass)

Value-Added Services
・Market showcase

(広告特集）

・集 塵
　(Dust collection)

・輸 送
   (Mechanical
conveying)

・計量・バッチ分け

  (Weighing &
              Batching)

・分級・篩・分離

  (Screening,
　　Classifying
  　　　& Separation)

 
・袋・袋詰め装置、貯槽
 (Bags & Bag Handling
Equipment and Storage)

・プロセス制御装置
 (Instrumentation &
       Process Control)

・粉砕・微粉化
       (Size Reduction)

・バルブ・

　　　エアロッカー
 (Valves, Gates &
　　　　Airlocks)

・混合・混練
 (Mixing & Blending)

・空気輸送
   (Pneumatic
            Conveying)

・供給機 (Feeders) ・乾燥・蒸発
  (Drying &
       Evaporation)

Value-Added Services
Bonus for advertisers

in the issue付加価値サービス

(広告社へのボーナスサービス)

・会社プロフィール、
ケーススタディー、
ウェッブショーケース
などへの無料紹介

・パウダーショー
   　　　出展社特集

・パウダーショー
   　　　出展社特集

・この号に広告を出した
袋・袋詰め装置、貯槽の
会社のハイライト記事を
お載せします。

・この号に広告を出した
プロセス制御装置の
会社のハイライト記事を
お載せします。

" Test Facility Profiles ”
  コーナーへの無料紹介

・この号に広告を出した
粉砕・微粉化の会社のハ
イライト記事をお載せし
ます。

・この号に広告を出し
たバルブ・エアロッ
カーの会社のハイライ
ト記事をお載せしま
す。

・この号に広告を出した
混合・混練の会社のハイ
ライト記事をお載せしま
す。

・スタンダード以上の
広告には、会社プロ
フィールを無料紹介
・この号に広告を出した
会社はウェブページに無
料で掲載

・この号に広告を出し
た空気輸送の会社のハ
イライト記事をお載せ
します。

・パウダーショー
 (テキサス) 出展社特集

・この号に広告を出し
た供給機の会社のハイ
ライト記事をお載せし
ます。

・この号に広告を出し
た乾燥・蒸発の会社の
ハイライト記事をお載
せします。

“ Test Facility Profiles ”
     への無料掲載

Special Products
The Resource

 (広告社への特別紹介記事)

The Resource
(2月特集）

The Resource
 (7月特集）

(5月号広告社は半額）

The Resource
(10月特集）

・PLASTEC
  West & WestPack
 (2月6-8日
  Anaheim, CA, USA)

・International Biomass
   Conference & Expo
  （4月16日 - 18日
     Atlanta, GA, USA）

PBS (Powder BulkSolids)
IndustryMaster 2017
バイヤーズガイド

AAAmachine, Inc.
1291 Rand Road, Des Plaines, IL 60016 USA

〒105-0021 東京都港区東新橋 2-10-10 東新橋ビル2階 Tel: 847-481-8264  Fax: 847-376-3530
電話：03-6874-6481 (携帯：080-3502-9274） Fax：03-4496-4617 Publisher: UBM Canon E-mail: aaamachine@aaamachine.com

・The Powder Show
  (Rosemont, IL, USA
       4月24日-26日)

・ADM Cleveland
  (3月7日-8日
 Cleveland, OH, USA)

Powder Bulk Solids 誌     年間特集カレンダー 2018

　　　　　　　　　Industry Master Annual Directory & Buyers Guide 2018 （5月号と同時配布、3月2日締切、2018年2月16日10% Early Bird Discount締切）

　　　　　　　　　1年間、主要産業展示会で配布

Bounus Distribution

(雑誌で紹介する展示会)

・GEAPS Exchange
 (3月24-27日

Denver, CO  USA)

・PLASTEC East &
　　 EastPack
　(6月12日 - 14日
　New York, NY USA)

・PACK EXPO
       International
   (10月14日-17日,
   Chicago, IL, USA)

・ADM/Powder Show
 (11月14日-11月15日,
   Motreal, Quebec,
         Canada)
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