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第 19 回日本蛋白質科学会年会 

第 71 回日本細胞生物学会大会 

合同年次大会 

協賛関係募集のご案内 

 

【 開催概要 】 
●名称 第 19回日本蛋白質科学会年会 
 第 71回日本細胞生物学会大会 
 合同年次大会 
 
●主催 大会長  城 宜嗣（兵庫県立大学） 
    遠藤 斗志也（京都産業大学） 
 
●会期 2019年 6月 24日(月) ～26日(水) 
 
●会場 神戸国際会議場・神戸国際展示場 3号館 
 
●参加者数 1,500名を予定 
 
●年会プログラム プレナリーシンポジウム 
 シンポジウム 
 ワークショップ 
 若手賞奨励賞︓若手研究者の育成を目的に企画 
 ポスター賞︓学生会員を対象とした企画 
 ランチョンセミナー 
 附設展示会   など を予定 
 
お申込み・お問合せは ・・・ 株式会社エー・イー企画 マーケティング部 

TEL. 03-3230-2744 / FAX. 03-3230-2479 
E-mail. e_jscbpssj2019@aeplan.co.jp 
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【 協賛メニュー 一覧 】 
※詳細は各協賛の募集要項をご覧ください。 

ランチョンセミナー 大会の昼食時間帯を利用して企業共催によるランチョン形式のセミナーを募集します。 
 

 ◆開催日程 2019年 6月 24日(月) ~26日(水) 昼食時間帯 （講演時間 50分）  

  ※1日最大 4社程度の並行開催 

 ◆募集枠数 最大 12枠 

 ◆申込方法 ランチョンセミナー参加申込書に必要事項をご記入の上お申し込みください。 

 ◆共催費 展示会 出展 600,000円（税別） 展示会出展有り、アカデミックな公的機関等）/1枠 

    700,000円（税別） 展示会出展無し、アカデミックな公的機関等以外）/1枠 

    300,000円（税別） 最終日 26日限定 /1枠 

会場費、講演設備費を含む。共催費には昼食費は含まれておりません。別途ご用意いただきます。ご

了承ください。 

  『発表日・会場のご希望』は、原則、申込日順にて受付けます。ただし、プログラム検討上の都合により、

ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。 

◆申込締切日 2019年 3月 1日 （予定） 

※展示会とのセットプランもございます。 

展示会 ポスター発表会場と同会場内で展示会は開催されます。 
 

 ◆展示会期 2019年 6月 24日(月) 、25日(火) ※2日間開催 

 ◆展示会場 神戸国際展示場 3号館 

 ◆出展費用 A タイプ ︓ 機器、試薬、ディスポ類、受託サービス、コンピュータシステム類等 

  B タイプ ︓ 関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービス 

  C タイプ ︓ 大学や公的機関の研究施設等。大学発ベンチャー企業は大学名表記 
 Aタイプ Bタイプ アカデミック 

出展費用（1小間/消費税別） 250,000 20,000 100,000 
 

◆申込締切日 ︓ 2019年 3月 11日 （予定） 

※ランチョンセミナーとのセットプランもございます。 

 

シンポジウム協賛プレゼンテーション 

各シンポジウム開始前に、講演会場で 3 分間のプレゼンテーションができる「シンポジウム協賛プレゼンテーション」の参加を募集しま
す。 
 

 ◆参加資格 展示会出展者またはランチョンセミナー共催者 

◆参加にあたり 1 シンポジウムあたりプレゼンテーションを行うことができる参加社は、1社のみとし、発表時間は 3分と

なります。シンポジウムの指定は先着順となります。複数のシンポジウムへのお申込みも可能です。 

 ◆参加費 30,000円（消費税別）/シンポジウム 

 ◆申込締切日 2019年 4月 30日 
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プログラム・講演集 広告 大会プログラム集は、A4判で発行されます。 
 

 ◆掲載料金  ︓白黒 1頁 70,000円（消費税別）  

 ◆プログラム集同梱 ︓1枠 90,000円（消費税別）  

 ◆申込締切日 2019年 4月 8日(予定)  ◆原稿締切日 2019年 4月 22日（予定） 

 

大会ウェブサイトバナー広告 大会ウェブサイト内のバナー広告を募集します。 
 

 ◆募集数 ︓ 10枠  ◆掲載費 ︓ 100,000円（消費税別）/枠 

 ◆申込締切日 募集数となり次第終了。もしくは 2019年 5月 20日まで。 

 

スクリーン広告 講演会場（ランチョン開催前を除く）で投影するスクリーン広告を募集します。 
 

 ◆募集数 ︓ 10枠程度  ◆投影時間 ︓ 1枠 60秒  ◆入稿データ ︓ Microsoft PowerPoint 

 ◆掲載費 100,000円（消費税別）/枠 

 ◆申込締切日 募集数となり次第終了。もしくは 2019年 6月 3日まで。 

 

ドリンクスポンサー 展示場内のドリンクコーナーで販売するコーヒーの協賛。 
 

 ◆募集数 ︓ 2枠 （各日 1枠）   

 ◆協賛費  ︓ 100,000円（消費税別）/枠 

 ◆内容 ︓ 提供者看板（大会制作）をコーヒーコーナーへ設置 

  ︓ ノベルティ or チラシをコーヒーコーナーに設置、配布可能。 

 ◆申込締切日 ︓ 募集数となり次第終了。もしくは 2019年 5月 20日まで。 

 

抽選会スポンサー 展示場内の抽選会コーナーの協賛。 

  

 ◆協賛費  ︓ 100,000円（消費税別）/枠 

 ◆内容 ︓ 提供者看板（大会制作）を抽選会コーナーへ設置。 

  ︓ 提供者ロゴをスタンプラリー台紙に印刷。 

  ︓ ノベルティを抽選コーナーに設置、配布可能。（自由配布または景品としての配布も可能） 

 ◆申込締切日 ︓ 2019年 5月 20日まで。 
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ご 挨 拶 
 
 
 
謹啓 
貴社におかれましては，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上

げます。 
さて，第 19回日本蛋白質科学会年会と第 71回日本細胞生物学会大会の合同年次大会を 2019年 6月 24

日（月）より 26日（水）までの 3日間，神戸国際会議場，神戸国際展示場において開催いたします。 
 申し上げるまでもなく，生命機能の担い手の主役は蛋白質でありますが，近年，蛋白質が生きた細胞という場でい
かに働くかが分かるようになり、また従来は手が出なかったような大きな蛋白質複合体や膜タンパク質の詳細な構造情報
が得られるようにもなりました。さらに、計算科学により蛋白質が働く様子や構造変化を高い精度で予測，研究できるよ
うになってきました。一方，生命の最小単位である細胞についても，その内部構造の詳細や動的変化が新しい顕微技
術によって次々に明らかになったことにより，いままでわからなかった細胞内構造が見えてきたり，オルガネラ間の物質や
情報のやりとりが分かるようになり，それらを担う蛋白質の働く様子を議論できるようになってきました。こうした生命科学
の急速な進展を背景として，蛋白質科学の研究者と細胞生物学の研究者が一堂に会し，情報を共有し人的に交
流する場を持つ機が熟したと考え，両学会の合同年次大会を開催する運びとなりました。 
 合同年次大会のハイライトとなる特別講演には，クライオ電子顕微鏡研究を長年先導してきた
Wolfgang Baumeister教授（独Max Planck Institute of Biochemistry）とオルガネラ研
究で注目される米国細胞生物学会会長の Jodi Nunnari 教授（米 UC, Davis）をお招きします。ま
た，各学会の個性を生かした従来型シンポジウム，ワークショップ，一般講演・ポスター発表，各種顕彰等に加えて，
本合同年次大会ならではの合同シンポジウム等も企画しています。 
本合同年次大会ではこのように，蛋白質科学，細胞生物学の最前線の研究成果を数多く採り上げるとともに，お

互いの学会構成員が知りたい情報をさまざまな形で採り上げたいと考えております。そのためには，多くの企業，団体様
の展示，ランチョン/テクニカルセミナー等のご協力が不可欠となります。ぜひとも本学会において，貴社・貴団体さまの製
品，技術，情報のご紹介とご提供をいただければと考えております。合同年次大会の規模は従来の各学会の年会の
ほぼ倍になる見込みであり，また従来の分野を超えて顧客獲得の格好の機会になるものと思います。貴社・貴団体にお
かれましては，本合同年次大会の趣旨をご理解いただき，ご協力をお願いいたしたく、ご案内を申し上げる次第でござ
います。 
なお，展示会運営業務につきましては，株式会社エーイー企画に委託しておりますので，お問い合わせ，お申し込

みは同社当てにご下命くださいますようお願い申し上げます。 
謹白 

 
 
 

第 19回日本蛋白質科学会年会  
    年会長 城 宜嗣 

（兵庫県立大学大学院生命理学研究科） 
第 71回日本細胞生物学会大会 

    大会長 遠藤斗志也 
（京都産業大学総合生命科学部） 
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【ランチョンセミナー 募集要項】 

◆日  時︓ 2019年 6月 24日（月） ～ 26日（水）  昼食時間帯 50分 
◆場  所︓ 神戸国際会議場 
◆募集枠数︓ 最大 12枠 ＜1日あたり最大 4枠程度を並行開催＞ 
◆セミナー会場︓ 年会講演会場 － 席数 150名～200名程度の会場を用意いたします。  
 
◆共催費︓ 参加申込みは 4 タイプございます。 
 LS タイプ① 展示会 出展申込 有り 
  600,000円 (消費税は含んでおりません) 
 
 LS タイプ② 展示会 出展申込 無し アカデミックな公的機関、大学発ベンチャー企業の場合 
  600,000円 (消費税は含んでおりません)  
 LS タイプ③ 展示会 出展申込 無し （①と②に該当しない場合はこちらのタイプとなります） 
  700,000円 (消費税は含んでおりません) 
 
 LS タイプ④ 最終日限定   300,000円(消費税は含んでおりません) 
  ※大会最終日 26日（水）は展示会の開催はございません。  

※申込後（E-mail、FAX等による申込受理後）の取り消しはできません。したがって共催費の返
金はいたしませんのでご了承の上、お申込みください。 

 
※共催費に含むもの、含まれないものについては、次項をご確認ください。 
  

◇ 共催費に含まれるもの 
1） セミナー会場使用料 
2） 基本機材・設備使用料（液晶プロジェクター、スクリーン、音響機材、レーザーポインター） 
3） 備品︓卓上ライト、進行用備品（ベル、ストップウォッチ）資料及び弁当配布テーブル等 
4） ランチョンセミナーのスタッフ用に「セミナー共催者」と明記した名札 10 枚をご用意いたします。（展示説明
員の名札と別にご用意いたします） 

5） プログラム・講演集を 1部進呈いたします。 
6） 1 つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記 4）～5）の配布物は、代表申込者に 1セットお渡
しいたします。 

 
◇ 共催費に含まれないもの 
1） 上記基本機材以外の機材や撮影、録音等に関する機材は含まれておりません。また、発表用のパソコン
は貴社にてご用意いただきご持参ください。液晶プロジェクターの接続・投影確認をお願いいたします。 

2） 弁当配布要員、アナウンス係等の運営スタッフ 

3） 共催費には、お弁当代は含まれておりません。数量は共催者に決定していただき、事務局が一括発注い
たします。（予定︓1,200 円︓税別/1 食・パックお茶付で予定しております。会期後に別途ご請求いたし
ます） 

4） 接遇関係費︓講師、座長の交通費（渡航費用含む）謝金、宿泊費など。 
5） 看板類︓会場前看板、氏名掲示等 
6） 控室は、共催者毎にご用意できるか未定です。複数者で共有いただきます場合もございます。ご了承くだ
さい。 
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◆申込締切日︓2019年 3月 1日（金） 
 演題、演者、内容等が未定の場合でも上記締切日までに申込書をお送りください。 

※原稿等締切日︓ プログラム・要旨集に演題・演者名・要旨を掲載いたします。 

原稿作成をお願いいたします。 

 演題名・演者名 原稿 締切予定日 ︓ 4月 20日予定 （プログラムに掲載します） 

要旨原稿（A4判 1頁） 締切予定日 ︓ 4月 20日予定 （ランチョンセミナー要旨を掲載します） 
※申込締切日後に事務局より締切日、原稿制作の詳細をご案内いたします。 

 
◆申込・問合せ︓ 第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会  

合同年次大会 展示会事務局 
  〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 ㈱エー・イー企画内   

E-mail: e_jscbpssj2019@aeplan.co.jp 
TEL: 03-3230-2744  FAX: 03-3230-2479 

 
◆備 考︓このランチョンセミナーは本大会と参加各社との共催とします。 
 ランチョンセミナーは、事前チケット制です、チケットは事務局が用意します。 
 上記申込先に参加申込書をご送付ください。 
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【 附設展示会 募集要項 】 
 

●展示会期 2019年 6月 24日（月） 9︓00～17︓00（予定） 
   25日（火） 9︓00～17︓00（予定） 
    
●展示会場 神戸国際展示場 3号館 
 
●搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬 入･･･ 2019年 6月 23日（日） 14︓00～18︓00 
  搬 出･･･ 2019年 6月 25日（火） 17︓00 より （予定） 
 
●申込締切日 2019年 3月 11日（月） 

※小間数に制限がありますので、お早めにお申込みください。 
 ※満小間になり次第締め切らせていただきます。 
 
●出品料金・小間タイプ 募集小間数 ︓  70 小間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 小間規格︓A、C タイプ共通 － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 小間規格︓B タイプ － 
 

※電力をご利用の場合は、別途お申込みが必要です。 
 

電力（100V）を使用の場合は、電源仮設工事費および消費電力料金は出展者の負担になります。料金は以下のとおりです。 
  500W まで 30,000円（消費税別） 
 501W以上 1KW まで 35,000円（消費税別） 
コンセントは、1KW ごとに 1個（2口）付属いたします。 また、コンセント数の増設や要アースの場合などは、別途費用がかかります。 
※1KW以上使用の場合は、1KW増すごとに 15,000円（消費税別）を加算させていただきます。 
※200V（単相・三相）を使用の場合は、別途仮設となり 100V より割高になります。ご了承ください。 

 
 
 

Ａタイプ ￥250,000（消費税別） 
募集対象︓機器試薬・ソフトウェア・受託サービス等 
 
小間サイズ︓幅 1,980mm（内寸）×奥行 990mm×高さ 2,500mm 
セット内容︓社名板（1社 1枚、パラペットに貼付）、蛍光灯（FL40W）、 

展示台（幅 1,800×奥行 900×高さ 750mm）、イス 1脚 
※ブースは白色のシステムパネルにてご用意いたします。 
出品台は白布にて台上を覆い、腰は青色系の布で覆います。 

Ｂタイプ （バックパネルなし) － ￥20,000（消費税別） 
 
募集対象 - 出版社・書店・翻訳 のみ 
※幅 1,800mm×奥行 900mm×高さ 750mmのテーブルと社名
板、イス 1脚がセット内容です。 
 

C タイプ ￥100,000（消費税別） 
募集対象︓アカデミック 
  
C タイプのアカデミック対象は、大学や公的機関の研究施設等で出展される場合を対
象としております。 
大学発ベンチャー企業も対象といたしますが、出展条件としまして出展の際は大学名
表記をします。 
 
● 小間規格は「A タイプ」と同様です。 
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●振込期日 申込受理後お送りする請求書に記載いたします期日までに、指定の銀行口座にお振込みください。 
  
 
●申込方法 規定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

※出品申込書の提出後は、大会事務局が不可抗力と認めた事故以外は取り消しできません。ま
た取り消しを認めた場合には、出品の取り消しする旨を書面にてお送りいただき、受領した日を基準
として出品料金をお支払いただきます。 

 

解約料金 

3 月 10 日迄に受領した場合･････請求額（出品料金＋消費
税を含めた金額）の 50%の金額をお支払いいただきます。 
3 月 11 日以降に受領した場合･･･請求額（出品料金＋消費
税を含めた金額）の全額をお支払いいただきます。 

 
 
●申込先 株式会社 エー・イー企画 展示会事業部 担当 ︓ 岩村 越史 ・ 北島 創一郎 
 〒101-0003東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

 E-mail︓e_jscbpssj2019@aeplan.co.jp 
 TEL.03-3230-2744(代表) /FAX.03-3230-2479/ 

 
 
●小間の割当て 申込受付後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮の上、出展者にご通知申し上げます。

出展者説明会は行いませんのでご了承ください。 
 
 
●出品物の管理  各出品物の管理は出展者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・火災・損傷など、

不可抗力による出品物の損害に対して、補償などの責任は一切負いませんのでご了承ください。 
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【 展示セットプラン ご案内 】 
今大会では附設展示会 A タイプの出展セットプランを設定しました。皆様からのお申込みをお待ちしております。 

※表記金額は消費税を含んでおりません。 

 ◇P セット ︓ 950,000円 － 3社限定 － 

  セット内容︓ 展示会 A タイプ 1小間（25）、ランチョンセミナー 1枠（60）、 
   大会ホームページバナー 1枠（10）  
  ◎特  典︓  プログラム・要旨集 広告（白黒） 1ページ（7）をご利用いただけます。 
   スクリーン広告 1枠（10）をご利用いただけます。 
 

 ◇S セット ︓ 850,000円 － 4社限定 － 
  セット内容︓ 展示会 A タイプ 1小間（25）、ランチョンセミナー 1枠（60）  
  ◎特  典︓  プログラム・要旨集 広告（白黒） 1ページ（7）、 
   またはスクリーン広告 1枠（10）どちらかをご利用いただけます。 

 

 ◇J セット ︓ 350,000円 － 6社限定 － 
  セット内容︓ 展示会 A タイプ 1小間（25）、 年会ホームページバナー掲載 1枠（10） 
  ◎特  典︓  プログラム・要旨集 広告（白黒） 1ページ（7）、 
   またはスクリーン広告 1枠（10）どちらかをご利用いただけます。 
 

 ※セットプランお申込みに際するご注意 

● 展示小間数を、追加申込みされる場合は、通常の 1小間料金 250,000円（税別）で承ります。 
● ランチョンセミナーを、追加申込みされる場合は、通常の 1枠料金 600,000円（税別）で承ります。 
● セットプランには、使用電源仮設費、ランチョンセミナーでご用意いただくお弁当代は含まれておりません。 
● 特典のプログラム・要旨集の広告掲載は、後付（白黒）ページでの掲載となります。表紙回りで掲載
希望の場合はご相談ください。 

 
 
●申込締切日 2019年 3月 1日（金） 

※小間数に制限がありますので、お早めにお申込みください。 
  ※満小間になり次第締め切らせていただきます。 
 
 ●申込先 株式会社 エー・イー企画 展示会事業部  
  担当 ︓ 岩村 越史 ・ 北島 創一郎 
  〒101-0003東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

  E-mail︓e_jscbpssj2019@aeplan.co.jp 
.     TEL: 03-3230-2744  FAX: 03-3230-2479 
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【シンポジウム協賛プレゼンテーション ご案内】 
 
 
◆募集内容 各シンポジウムの開始前に、講演会場にて3分間のプレゼンテーションができる 

「シンポジウム協賛プレゼンテーション」への参加を募集いたします。 
プレゼンテーションの内容としましては、企業PR、製品PR、展示ブースの紹介等を行うことができます。 
講演会入口にてチラシの配布を行うことが可能です。 
プレゼンテーションを行うシンポジウムを、ご指定いただけますので、奮ってご参加ください。 

 
◆申込資格 展示会出展者またはランチョンセミナー共催者に限ります。 
 
◆料金  30,000円（消費税別）/シンポジウム 
 
◆発表時間 1シンポジウムあたりプレゼンテーションを行うことができる参加社は、 

1社のみとし、発表時間は3分となります。 
シンポジウムの指定は先着順となります。複数のシンポジウムへのお申込も可能です。 
シンポジウムのタイトル、演者は確定次第大会ホームページより公開いたします。 

 
◆申込締切 2019年4月30日 
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【プログラム・講演集 広告掲載ご案内】 
 

●発行部数 ︓ 2,400部（予定） 
●発行予定日 ︓ 2019年 6月上旬予定 
●版型サイズ ︓ A4判 （天地297mm×左右210m） 
●申込締切日 ︓ 2019年 4月 8日予定 
●原稿締切日 ︓ 2019年 4月 22日予定 
●原稿入稿形態 ︓ 完全データ（白黒・カラー） 
●広告サイズ ︓ 1頁 天地260mm×左右180mm 
  ※断ち落とし（ブリード判）広告の掲載はできません。 

 

※原稿は、完全データでの入稿をお願いいたします。 
完全データの入稿形式︓Adobe illustrator － FONTは全てアウトライン化、画像は埋込としてください。 
使用OSをご明記ください。また、PDF FILEデータ入稿の場合、入稿データを確認し問題がある場合は再入稿いただきます。
ご了承ください。 

 

『広告掲載料金』 （※消費税別） 
 
  白黒 カラー 

表紙 4 1頁 － 200,000 
表紙 2 1頁 － 160,000 
表紙 3 1頁 － 140,000 
後 付 1頁 70,000 － 

 
※広告原稿制作費は別途実費をいただきます。 

 
〔広告申込先〕 株式会社 エー・イー企画   

E-mail. adinfo@aeplan.co.jp ／ http://www.aeplan.co.jp 
TEL.03-3230-2744（代表）  FAX.03-3230-2479 

 
 

 
第19回日本蛋白質科学会年会 第71回日本細胞生物学会大会 『プログラム・講演集』広告掲載申込書 

年    月    日 
下記の通り、広告掲載申し込み致します。 
 
貴社名 ︓                                        
 
 
担当者 ︓                                       E-mail                 
   
 
担当者部署名︓                    
 
所 在 地 ︓〒            

TEL.               
                                                         FAX.            
 
 

お申込みの掲載場所を 
チェックしてください 

  

掲載場所 スペース 金額 

表紙（カラー） 2  3  4 

後 付（1 色） 
ページ 

 
円 

 

http://www.aeplan.co.jp/
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【プログラム要旨集同梱広告募集ご案内】 
 
 
◆募集内容 本大会では会期前に事前参加登録者へプログラム要旨集を送付します。 

その際、裁断済みの印刷物を同梱することができます。 
PR メディアとして是非ご利用ください。 

 
◆事前参加登録者数  約 900名（予定） 
 
◆コンテンツ 開催概要、日程表、プログラム、要旨 etc. 
 
◆発送予定 2019年 6月上旬予定 
 
◆募集数 最大 7枠 
 
◆費用 90,000円（消費税別）  
 
◆サイズ/規格 A4版 1枚（表裏）まで（天地 297mm×左右 210mm）（印刷紙重量︓115～

170g/m2） 
 
◆広告締切 申込締切︓4月 5日 
 納品締切︓4月 22日 
 
◆入稿について 入稿広告は印刷された状態で、直接、指定場所まで郵送していただきます。送付先は申込書受領

後、担当者よりご連絡いたします。 
広告送付時には下記の情報をご明記ください。 
・『第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会 合同大会 
プログラム要旨集同梱広告』 
・御社名、ご担当者名、および連絡先 

 
◆備考  運送費・手数料などの経費や発送手続きについては、発送元で精算・手配いただきます。手続き等

による遅延その他いかなる発送上の問題においても、事務局はその責を負いません。あらかじめ、ご了
承ください。 
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【 合同大会ホームページバナー広告募集ご案内 】 
 
◆募集内容 合同年会ホームページにてバナー広告を掲載いただけます。 

 
◆大会ホームページ http://www2.aeplan.co.jp/jscb-pssj2019/index.html 
 
◆コンテンツ  開催概要、日程表、演題登録、参加登録 etc. 

◎一般発表の演題登録、事前参加登録は大会ホームページから行います。 
 
◆掲載期間  2018年開設以降 掲載可能（更新日より）～ 2019年 7月末日頃まで掲載されます。 
 
◆募集数  最大 10枠 
 
◆掲載費用 100,000円（消費税別） ※一括請求となります。 
 
◆掲載サイズ 縦 70×横 220 ピクセル ※掲載枠は 1 つとし、表示は同確率のランダム表示設定となります。 
 
◆入稿形態 画像形式︓ GIF（アニメーション、無限ループ可能）、JPEG 
  ※画像送付時に、併せてバナー広告のリンク先 URL をご記載ください。 
 
◆備考  掲載画像等を変更される場合は 1回までとなります。 
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【スクリーン広告 ご案内】 
 
 
◆募集内容 大会の各日、各セッション前の休憩時間（ランチョン開催前を除きます）に 

PR画像を投影（スクリーン広告）する企業を募集しております。 
企業展示会、ランチョンセミナー等の PR メディアとして是非ご利用ください。 

 
◆料金等  募集枠︓ 10枠（1枠︓60秒） 程度 

募集価格︓全日 10万円（税別） 
 
◆申込締切 2019年 6月 3日（月）※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 

  ※入稿データも上記日程までにご提出ください。 
 
 
◆データ作成要項 ◆投影時間︓1社 60秒まで 

◆使用 OS とアプリケーション  
OS はWindows XP以上または MacintoshOS10.4以上を推奨します。 
使用できるアプリケーションは、PowerPoint のみです。  
【Windows】 PowerPoint2003以降  
【Macintosh】 PowerPoint2004以降  

  
◆画面サイズ  画面の解像度は 1024×768 ピクセル、アスペクト比 4︓3（XGA）となります。 

この環境で画面の全てが表現されることを予めご確認ください。 
 

◆フォント  下記以外のフォントを利用する際は、他のフォントを使用したい場合は、 
パワーポイントデータ作成時に『フォントの埋込』をしてください。 

 
日本語フォント: 【Windows】MS明朝、MS ゴシック 

【Macintosh OSⅩ以降】MS明朝、MS ゴシック、ヒラギノ 
【Macintosh OS9.2以前のヴァージョン】 

   細明朝、中ゴシック/平成明朝、平成角ゴシック 、Osaka 
英語フォント: Times, Times New Roman, 

Helvetica, Arial,Symbol 
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【ドリンクスポンサー ご案内】 
 
 
◆募集内容 本大会ではポスター・展示会内にコーヒーコーナーをご用意いたします。 

スポンサーの提供者看板（大会事務局で製作いたします）をコーヒーコーナーに設置するほか、 
ノベルティやチラシをコーヒーコーナーへ設置、配布していただくことが可能でございます。 
コーヒーはポスター発表時間に合わせて 500杯無料配布を行う予定です。 

 
◆料金等  募集枠︓ ２枠（各日 1枠） を上限に募集いたします。 

募集価格︓10万円（税別）／枠 
 

◆提出物等 〇提供者看板用の企業ロゴ画像 
  データの入稿︓Adobe illustrator － FONTは全てアウトライン化、画像は埋込としてください。 
   

○配布希望のノベルティやチラシ 
  必要となる数量や送付先についてはお申込後、担当者よりご連絡申し上げます。 
 
◆申込・ロゴ画像提出締切 2019年 6月 3日 ※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 
 
 

【抽選会スポンサー ご案内】 
 
◆募集内容 本大会ではポスター・展示会内に抽選コーナーをご用意いたします。 

スポンサーの提供者看板（大会事務局で製作いたします）を抽選会コーナーに設置するほか、 
ノベルティを抽選コーナーに設置、配布していただくことが可能でございます。 

 
◆料金等  募集枠︓ 5枠 を上限に募集いたします。 

募集価格︓10万円（税別）／枠 
 

◆提出物等 〇提供者看板用の企業ロゴ画像 
  データの入稿︓Adobe illustrator － FONTは全てアウトライン化、画像は埋込としてください。 
   

○配布希望のノベルティやチラシ 
  必要となる数量や送付先についてはお申込後、担当者よりご連絡申し上げます。 
 
◆申込締切  2019年5月20日 ※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 
◆ロゴ画像提出締切 2019年6月3日 
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第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会 
合同年次大会 セットプラン・展示会 申込書 

- 申込締切日︓2019年 3月 1日 – 
年     月     日 

下記の通り申込みいたします。 

申込社 JPN   

 ENG   

代表責任者 氏名   

 所属   

申込担当者 氏名   

 所属   

 E-mail  お申込み後に受理報告いたします。必ずご記入ください。 

 所在地 〒  

  住所  

  TEL. FAX. 

ホームページ URL.  

◆セットプラン 申込み ※Pセット、S セットに申込みの場合はお手数ですがランチョンセミナー申込書もご提出ください。 ※表記金額は消費税を含んでおりません 

セットプラン セット料金 追加項目をご記入ください 数 追加金額 合計 

例）☑ P セットプラン \ 950,000 展示小間 1 小間 250,000  円 1.000,000   円 

      

□ P セットプラン \ 950,000  小間 円 円 

□ S セットプラン \ 850,000  小間 円 円 

□ J セットプラン \ 350,000  小間 円 円 

※電力を使用される場合は別途費用となります。以下の電力申込み欄にご記入の上お申込みください。 

◆展示会 申込み ※表記金額は消費税を含んでおりません  
小間タイプ タイプ単価 申込小間数 合計  電源仮設申込み 

例）☑ A タイプ \ 250,000 2    小間 500,000    円  使用電力︓ 申込容量 

     100V ︓   W 

□ A タイプ \ 250,000 小間 円  200V ︓        

W（ 単相 ・ 三相 ） □ C タイプ（アカデミック） \ 100,000 小間 円  

□ B タイプ（出版・書籍・翻訳のみ） \ 20,000 小間 円  料金︓ 
 
●搬入出の予定 ※空き箱を置くストックスペースがございません。一括搬入計画にご協力ください。 
□ 自社車両（ワゴン、1BOX車など） □ 富島海運（事務局推奨） □宅配便（ヤマト、佐川急便などのルート便） 

□ 自社手配の運送会社（富島海運、宅配便以外のチャーター、ルート便） □ その他（未定） 
 

※通信欄 ︓ 出品物の内容や出品物に重量物がある場合、その他ご相談事をご記入ください。 
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第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会 
合同年次大会 

ランチョンセミナー参加申込書 
 年       月       日 

 
申込タイプ LS タイプ①②  □ 出展有り or アカデミック等 \600,000（消費税別） 

※展示会セットプランでお申込みの場合は該当セットにチェックしてください 
□ P セット     □ S セット 

LS タイプ③  □ 出展 なし   \700,000（消費税別） 
LS タイプ④  □ 最終日 6月 26日（水） \300,000（消費税別） 

 
◆発表希望日(LS①~③ ) 第１希望日︓ 6月     日    第２希望日︓ 6月     日 
◆会場（席数）希望  □ 150席     □ 200席      

 
※発表日、会場希望は、原則申込順としますが、最終決定は大会組織委員会にて決定いたしますことをご了承ください。 

 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日」までにご連絡ください。 

 
 

 

 

 

 

会社名 
※必ず和英とも
ご記入ください 

和文  

英文  

所在地 （〒                  ） 
住所 

 

 

TEL（代表）  

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須︓お申込み後は E-mail でのご案内がございます。 



17 

 

シンポジウム協賛プレゼンテーション 申込書 
申込締切日︓2019年 4月 30日 

申込日︓       年      月     日 

 
下記のとおり、申込いたします。 
 
 
貴社名 
 
 
担当者名      TEL. 
 
 
E-mail 
 
お申込みのシンポジウム 
 
◆第 1 希望 
 
セッションNo.  日時.     月     日/時間.        ～      
 
セッションタイトル. 
 
 
◆第 2 希望 
 
セッションNo.  日時.     月     日/時間.        ～      
 
セッションタイトル. 
 
 
通信欄 ※お問い合わせがございましたらご記入ください。 
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第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会 

合同年次大会 

プログラム要旨集同梱広告 申込書 
申込日︓     年  月  日 

 
 

下記の通り、プログラム要旨集同梱広告を申込みます。 

 

貴社名 

 

所在地（〒    －    ） 

 

 

ご担当者 

   氏  名︓                                                  

   所属部署︓  

   Tel︓          Fax︓                        

E-mail︓                                             
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第 19回日本蛋白質科学会年会 第 71回日本細胞生物学会大会 

合同年次大会 

各種広告 申込書 
申込日︓     年  月  日 

 
 

下記の広告協賛に申し込ます。（ご希望のメニューをチェックしてください） 

□大会ホームページバナー広告 □スクリーン広告 

□ドリンクスポンサー  □抽選会スポンサー 

 

貴社名 

 

所在地（〒    －    ） 

 

 

ご担当者 

   氏  名︓                                                  

   所属部署︓  

   Tel︓          Fax︓                        

E-mail︓                                             

 


