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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)

・10% 追加で支払うこ
とで、プレビューセク
ションに広告可

　POWDER SHOW
　　　　 ISSUE

・ 機械的輸送

　(Mechanical
             conveying)

・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

(Packaging & Bagging
    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)

・計装とプロセスの
　自動化
(Instrumentation &
Process Automation)

・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
   (Packaging & Bag
              Equipment)

・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)

・機械式輸送
   (Mechanical
            conveying)

・混合・混練
 (Mixing& Blending)

・バイオマス

　　　(Biomass)

　　Value-Added Services

All print advertisers are eligible
for the Reader Connect Program

・この号に広告を出し
た集塵(Dust collection)
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
た輸送(Mechanical
Conveying)の会社のハ
イライト記事をお載せ
します。

・The Resource
(2月特集）- 工業生産品
特集（ウェッブサイ
ト、カタログ紹介）

・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

・計量・バッチ分け
  (Weighing &
              Batching)

・パウダーショー
   　　　出展社特集

・Equipment Showcase
（非出展社向け）

・分級・篩・分離

  (Screening,
　　Classifying
  　　　& Separation)

・パウダーショー
   　　　出展社特集

・Equipment Showcase
（非出展社向け）

 
・この号に広告を出した
袋・袋詰め装置、貯槽

(Packaging & Bagging
 Equipment and
Storage)の会社のハイラ
イト記事をお載せしま
す。

・Powder & Bulk Solids
Toronto Show 出展社特

集

・Equipment Showcase
（非出展社向け）

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

・Test Facility Profiles
  コーナーへの紹介

・粉砕, 微粉化

 　　(Size duction)
 
・7月の工業製品特集、
ウェブサイト、製品説明

・iPBS2020出展したこの
号への広告掲載企業の
ブース写真紹介

・バルブ・

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

・広告効果調査

・混合・混練
 (Mixing & Blending)

・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

・空気輸送
　(Pneumatic
　　　　conveying)

・10月の工業製品特
集、ウェブサイト、製
品説明

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

・Test Facility Profiles
  コーナーへの紹介

・PLASTEC
  West & WestPack
 (2月11-13日
  Anaheim, CA, USA)

・GEAPS Exchange
 (3月21-24日
Minneapolis, MN, USA)

・The Powder Show
(4月28日-30日Rosemont,
IL, USA)

半年間、主要な展示会で配
られます。

・Powtech 2020
  （9月29日 - 10月1日
    Muremberg, Germany）

・ADM Montreal
(10月7日 - 8日, Montreal,
QC, CANADA)

・IPPE
 (1月28-30日
  Atlanta, GA, USA)

・Pack Expo International
(11月8日-11日,
  Chicago, IL, USA)

PBS (Powder BulkSolids)
IndustryMaster 2019-20

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
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Powder Bulk Solids 誌     年間特集カレンダー 2020

Industry Master Directory & Buyers Guide 2020-21
（5月号と同時配布、4月3日締切、2020年2月1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)

・PLASTEC East &
　　 EastPack
　(6月9日 - 11日
　New York, NY USA)

半年間、主要な展示会で
配られます。

・International Biomass
   Conference & Expo
  （2月3日-5日
     Nashville, TN, USA）
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