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ご挨拶 
拝啓、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配により、本学会の事業に多大なご支援を頂き厚く御礼申し上げ

ます。 

 

さて、第60回日本生物物理年会を2022年9月28日(水)より30日（金）（27日：準備

日）までの3日間、北海道函館市の函館アリーナと函館市民会館を会場として開催

する運びとなりましました。現在誠意準備を進めているところです。 

ご存知のように過去2回の大会はコロナ禍の中、オンラインでの開催になりました

が、本大会は対面での開催を主として、開催する予定です。 

 

日本生物物理学会はバイオの新しい潮流の中で常に先端的な新しい分野を生み出す

活気に満ちた学会であり、先端的境界領域の一流研究者が成果を携えて集まり、情

報収集を目的とした企業研究者も多数参加します。バイオの隆盛と共に年々参加者

は増加しており、今大会には、3年ぶりの対面を主体としたこともあり、全国の各

大学や諸研究機関、企業から1500名を越える研究者の参加が見込まれています。 

 

本大会において、企業が自社の宣伝をかねて最新技術の紹介をする附設展示会やバ

イオフィジックスセミナー等をはじめ、様々な企業主体の企画の開催を予定してお

ります。特にバイオフィジックスセミナーは、現在の生物物理学分野における最新

の技術的な動向を研究者・学生達が知るための絶好の機会となっております。大会

実行委員会としても、すこしでも多くの研究者や学生がこのバイオフィジックスセ

ミナーに参加するように周知・誘導を行う予定でおります。また、この展示会やセ

ミナーへの参加協力費は、本大会の開催にとっても非常に重要な財源の一つとなっ

ております。このような事情をふまえまして、是非展示会・バイオフィジックスセ

ミナー・各種広告 等へのご参加・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

お返事は、貴社担当の方にお願い致します。また、展示会を始め協賛関係の運営業

務は、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

みは同社宛に直接ご下命下さるよう重ねてお願いいたします。 

申し込み要綱等詳細については添付ファイルをご覧くださるようお願いします。 

何卒、よろしくお願いいたします。 

                                                    

敬具 

 

第60回日本生物物理年会 

年会長・実行委員長  

金城政孝（北海道大学・大学院先端生命科学研究院） 
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● 名  称 第60回日本生物物理学会年会 

 The 60th Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan 

● 主  催 一般社団法人 日本生物物理学会 

● 年会長 金城 政孝 （北海道大学 大学院先端生命科学研究院） 

● 期  間 2022年 9月28日（水） ～ 30日（金） 

● 会  場 函館アリーナ + 函館市民会館 

 （〒042-0932 函館市湯川町1-32-2） 

●参加予定 1,500名 

-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 

 

 ● 年会組織 

年会長/実行委員長  

 金城 政孝 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 

 

副実行委員長 

 相沢 智康 北海道大学  大学院先端生命科学研究院 

 

プログラム・主担当 

 菊川 峰志 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 

 

実行委員 （五十音順）  

 秋田谷 龍男 旭川医科大学 

 石森 浩一郎 北海道大学 

 井上 晶    北海道大学 

 内田 毅    北海道大学 

 内田 努    北海道大学 

 岡嶋 孝治   北海道大学 

 尾瀬 農之    北海道大学 

 角五 彰      北海道大学 

 喜多俊介     北海道大学 

 北村 朗      北海道大学 

 木村廣美     公立千歳科学技術大学 

 小松崎 民樹  北海道大学 

 近藤 英昌    産業技術総合研究所 

 斉藤 貴士    北海道科学大学 

 櫻沢 繁      はこだて未来大学 

 高木清二     はこだて未来大学 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

塚本 卓    北海道大学 

出村 誠    北海道大学 

徳楽 清孝  室蘭工業大学 

中岡 慎治  北海道大学 

中垣 俊之   北海道大学 

永山 昌史   北海道教育大学 

西上 幸範   北海道大学 

西村 有香子 北海道大学 

芳賀 永     北海道大学 

日比野 政裕 室蘭工業大学 

前仲 勝実   北海道大学 

眞山 博幸   旭川医科大学 

三上 秀治   北海道大学 

水谷 武臣   北海学園大学 

茂木 文夫   北海道大学 

姚 閔       北海道大学 
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会場のご案内 

函館アリーナ + 函館市民会館 

 

  

   
 

【函館空港】 

・バスで「函館アリーナ前」下車徒歩3分（所要時間約20分） 

・タクシー（所要時間約10分） 

 

【JR函館駅から】 

・市電で「函館アリーナ前」下車徒歩3分（所要時間約40分） 

・タクシー（所要時間約20分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

講演会場 

ポスター&展示会場 

函館駅 

函館国際ホテル 

市電 市電 函館アリーナ 

湯の川温泉 

函館空港 

五稜郭 
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ポスター＆展示会場レイアウト（予定図） 
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【キャンセルポリシー】 
 

本年会は、会場での対面開催をメインとし、オンライン配信も併用するハイブリッドにて開催します。 

 

・申込み受理後は、組織委員会が不可抗力と認めた事象以外は原則解約することはできません。 

・組織委員会が解約を認めた場合には、出展解約理由を書面にてお送りいただき、受領した日を基準

として解約料金をお支払いください。 

 

※解約料金 

申し込み締切日に受領した場合…請求額の 50％をお支払いください。 

申し込み締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。 

 

天災・その他のやむを得ない事情（コロナウイルス感染状況の変化を含む）、並びに主催の責任に帰し

得ない原因により、年会および展示会の開催を変更・中止する場合があります。 

・この変更により生じた協賛各社の損害は補償できかねます。 

・前述の原因により開催中止、又は開催形式が変更になった場合は、主催は協賛各社に対し、共催

費・協賛費から準備費用を除いた金額を算出し、請求又は返金します。 
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協賛メニュー 一覧 

01. 附設展示会（オンライン展示会含む）  

年会附設展示会への出展を募集します。 
 
 ◆展示会期 2022年 9月 28日～30日 
 ◆展示会場 函館アリーナ メインアリーナ 
 ◆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 
  AA タイプ： 学会年間支援企業 
  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 ： アカデミック対象－大学や公的機関の研究施設、大学発ベンチャー等。 
 

 A タイプ AA タイプ B タイプ C タイプ 

出展費用(税込) 275,000 円 247,500 円 22,000 円 110,000 円 

出展者へのご提供     

年会参加証 3 枚 3 枚 3 枚 3 枚 

プログラム集提供 1 冊 1 冊 1 冊 1 冊 

説明員用名札 4 枚/1 小間 4 枚/1 小間 4 枚/1 小間 4 枚/1 小間 

※◆特典： 年会参加証 3枚をご提供いたします。 

 

 

 ◆申込締切日 ： 2022 年 6月 10日（予定） 

      ※展示会にお申し込みの方は HP上のオンライン展示会にもご出展いただけます。 

    ※オンライン展示会システムを導入することにより、事前にカタログ等の閲覧を可能とします。 

 

 

02. バイオフィジックスセミナー(BPセミナー)  

   年会の昼食時間帯を利用して企業・団体共催によるセミナーを募集します。 

    Live配信も行います。 
 

 ◆開催日程：2022年 9 月 28日～30日 各日昼食時間帯（50分）  

  ※1日 3～4枠の並行開催 

 ◆募集枠数：最大 12枠 

 ◆申込方法：申込書に必要事項をご記入の上お申し込みください。 

 ◆特典： 年会参加証 3 枚をご提供いたします。 

      ◆共催費 ： ①展示会出展申込者 及び アカデミア※－ 715,000円（税込）/1枠（弁当セット 100セット含む） 

  ※アカデミア：大学や公的機関の研究施設等、大学発ベンチャー企業（大学名表記必須） 

                            ②上記①以外 － 825,000 円（税込）/1枠（弁当セット 100セット含む） 

  

           2枠目をお申込みされる場合の共催費は、①：550,000 円（税込）、②：638,000円（税込）です。 

共催費には、会場費、講演設備費を含みます。また、学会より会場の席数にかかわらずお弁当・

お茶 100 セットを用意し参加者に提供させていただきます。追加発注される場合は別途ご負担く

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 2022年 6月 1日（予定） 
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 ◆企画内容 発表時間は 5 分となります。 講演会場入り口にて、チラシの配布を行うことが可能です。 プレ

ゼンテーションいただくシンポジウムは、実行委員会で選定し決定後通知いたします。 複数の

お申込みも可能です。 

◆参加費 110,000 円（税込）/1枠  

◆申込締切日 2022年 8月 20日（予定） 

 

◆申込条件：展示会・BP セミナーにご協賛いただいた協賛企業様に限る 

 

04-1. スクリーン広告 
講演会場（バイオフィジックスセミナー開催前を除く）で投影するスクリーン広告を募集します。 

 

 ◆募集数 10枠（予定） 

 ◆投影時間 1枠 30 秒 

 ◆入稿データ Microsoft PowerPoint 

 ◆掲載費 66,000 円（税込）/枠  

 ◆申込締切日 2022年 6月 1日（予定） 

 ◆申込条件：展示会・BP セミナーにご協賛いただいた協賛企業様に限る 

 

04-2. ポスター会場スクリーン広告 
9/28～30日の各日の「ポスター掲示」・「ポスター発表」時間に、貴社のPR画像をメインアリーナ（ポスター・附設展示会会

場）の300インチ大スクリーンに投影（スクリーン広告）する企業様を募集いたします。 

◆投影会場： メインアリーナ（ポスター＆展示会場）  

◆投影時間： ミキサーと閉会式以外の時間帯 

          ※上記以外の時間帯にも投影できない時間帯が発生する場合もございます事、ご了承ください。 

◆音声： 音声に関しては対応しておりません。 

◆募集枠： 10枠（1枠：45秒）程度を上限に募集いたします。 

       ◆参加資格：第 60回日本生物物理学会年会 附設展示会 A タイプ（学会年間支援スポンサー含む）出展者、 

           また は、バイオフィジックスセミナー申込者に限ります。 

       ◆投影時間：ミキサーを除く会期時間内 

◆料金： 1枠・・・165,000 円（税込）   

◆PR用の画像データは以下の作成要項をご確認の上ご用意ください。 

データ作成要項： 

▼投影時間： 1枠 45秒まで 

入稿データ アプリケーション： Microsoft PowerPointで作成の MP4データ 

解像度： XGA（1024×768 ピクセル、アスペクト比 16：9） 

        ◆申込締切日 2022 年 8月 31日  
        ◆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。 
        ◆ポスター会場スクリーン広告送付締切 

   2022 年 8月 31日 送付先 専用 E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 

 

 

 

 

 

03. シンポジウム協賛プレゼンテーション 
各シンポジウム講演内に、5分間の展示・BPセミナーの紹介ができる「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。 
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05. 事前参加者向けEmail配信サービス 

事前参加申し込みされた方の中で、企業からの情報を受取る事へ了解をいただいた方へE-Mailのダイレクトメールを
お送りさせていただきます。 

 

◆配信形態： A4 1頁を目途に約 1200文字程度 テキストのみの配信 

◆配信費：   \110,000（税込）/配信 

◆配信期間： 2022年 9月 10日～9月 24日  

            ※1日 1社限定 

◆申込条件：展示会・BP セミナーにご協賛いただいた協賛企業様に限る 

 

06. ホームページバナー広告 
 

◆募集枠 ： 最大 5枠 

◆仕様   ： 縦 70×220pix 

◆掲載費 ： 110,000 円（税込）/バナー 

◆申込締切日： 8月 31 日 

 

07. プログラム集広告 

年会プログラム集は、持ち運び易い『Ａ５判』で発行され、学会の全会員と非会員の参加者に配布します。発行部数は
4,000部を予定しています。 

 

 ◆掲載料金 白黒  1ページ 66,000円（税込） 

  その他詳細は案内ページをご覧ください。 

 

 ◆申込締切日 2022年 6月 1日（予定） 

詳細ついては、各協賛ページをご覧ください。 

 

 

08. .Confit アプリバナー広告 

 現場で便利なアプリにバナー広告が掲載できます。 

第60回日本生物物理学会年会では、現地開催をメインとしております。その際、現地に於いて、携帯のアプリを

使って、講演・演者等のプログラムの検索等が可能なConfitを活用可能といたします。 

このアプリのTop画面にバナーの掲載が可能です。 

 

◆掲載方式： ランダム掲載 3社まで 

◆掲載期間： 9月15日～会期後1週間 

◆アプリ用 ファイル形式 ： png 

            サイズpx : 高さ210 × 幅1,536 

                        ※アニメーションgifは不可 

◆掲載費：\55,000（税込） 

 

●申込及びデータ締切日：2022年 ８月１８日(木) 

●申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

● 送付先 専用E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 
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お申込みの際には、申込者全社提出の申込書と、各協賛メニュー申込書がございます。お手数を

おかけしますが、ご記入・ご入力の上、お送りくださいますようお願いいたします。  

01. 附設展示会（オンライン展示会含む） 募集要項 

 

●展示会期 2022年 9月 28日（水）  

   29日（木）  

   30日（金）  

 

●展示会場 函館アリーナ （〒042-0932 函館市湯川町 1-32-2） 

 

●小間タイプ・出展料（消費税別） 募集小間数 ：  ３２ 小間  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
－ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 小間規格：B タイプ － 
 
 
 
 
 
 

※電力をご利用の場合は、別途 電源仮設工事の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（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 33,000円（税込）  501W以上 1KWまで 38,500円（税込） 

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を希望される場合は、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 16,500円（税込）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 ￥２７５，０００ （税込） 

日本生物物理学会年間支援スポンサー(AA アイプ)： 247,500円/1 小間 

出展募集対象 ： 機器試薬・ソフトウェア・受託サービス等 

◎展示台（W1,800×D900×H750mm：布にて覆います）社名板、イス（1 脚）、 

 蛍光灯（40W：パラペット裏側に設置）が付いています。バック・ソデパネルは、 

 ベニヤパネルを使用し、加工紙表装をします。 

◎床面に直接 機器類を設置したい場合には、申込時「展示台の有無」の欄で 

  不要台数を記入ください。 

◆特典：年会参加証 3 枚をご提供いたします。 

◆展示説明員の名札は 1 小間に付き 4 枚配布いたします。 

◆年会プログラム集を搬入日に 1 冊/1 社配布いたします。 

Ｂタイプ （バックパネルなし) － ￥２２，０００（税込） 

募集対象 - 出版社・書店・翻訳 のみ 

◎展示台（W1,800×D900×H750mm）、 

 社名板、イス（1 脚）が付いています。 

 ※ 布はご用意ください 

◎バック・ソデパネル、照明器具は付いておりません。 

 ◆特典：年会参加証 3枚をご提供いたします。 

◆展示説明員の名札は 1 小間に付き 4 枚配布いたします。  

C タイプ ￥１1０，０００（税込） 

出展募集対象 ： 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。 

 ● 小間規格は上記 「A タイプ」 と同様です 

◆特典：年会参加証 3 枚をご提供いたします。 

◆展示説明員の名札は 1 小間に付き 4 枚配布いたします。 

◆年会プログラム集を搬入日に 1 冊/1 社配布いたします。 
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【オンライン展示会】 

申込締切日 2022年 6月 10日 

 ※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。 
 ※申込み後 請求書を発行します。なお、振込手数料は出展者の負担となります。 
 

申込書を展示会事務局が受理し、申込担当者に申込受理確認を E-mail で送信いたします。この時点
で申込受付が完了となります。但し、初めて出展される場合に主催確認を要することがございますご了
承ください。 
 

 
●出展の変更・取消し 

申込受付完了後は、出展の変更・取消しについて以下キャンセル料金がかかります。ご了承ください。 
※天災・その他のやむを得ない事情（コロナウイルス感染状況の変化を含む）、 並びに主催の責任に帰
し得ない原因により、年会および展示会の開催を変更・中止する場合があります。 

・この変更により生じた協賛各社の損害は補償できかねます。 
・前述の原因により開催中止、又は開催形式が変更になった場合は、主催は協賛各社に対し、共催費・
協賛費から準備費用を除いた金額を算出し、請求又は返金します 。 

 

解約料金 

6月 10日迄に受領した場合･････請求額（出展料＋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。 

6月 11日以降に受領した場合･･･請求額（出展料＋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 ： 衛藤 匡 
  〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

  TEL.03-3230-2744(代表) ／ FAX.03-3230-2479 
  専用 E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 

 
 
●小間の割当て  申込期限後に、展示物の種類・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。 
 
 
●展示物の管理  各展示物の管理は出展者が責任をもつものとし、展示期間中の展示物の盗難・火災・損傷など、不可

抗力による展示物の損害に対して、補償などの責任は一切負いませんのでご了承ください。 

 

●搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬 入･･･ 2022年 9月 27日（火） 14：00～18：00 
  搬 出･･･ 2022年 9月 30日（金） 未定 
 

 ※オライン展示会システムを導入することにより、事前にカタログ等の閲覧を可能とします。 

 

 

  

 

クリックするとキーワードを表示 250文字の製品説明を掲示 

貴社 HP の

製品頁へリ

ンク 

カタログのダウンロード可能 ※展示会は現地展示会とオンライン

展示会の両方を開催いたします。 

オンライン展示会を開催することによ

り、事前に参加者に出展物をご確認

いただけます。 

オンライン展示会は出展物（カタロ

グ）は 1種類に限定させていただきま

す。 

 



 

 - １２ - 

 

2015年 - 2021年 展示会 出展者一覧 

 

AMED 創薬等ライフサイエンス研究支援

基盤事業(BINDS) 

AMED Human Frontier Science Program 

(HFSP) 

INTEGRA Biosciences AG 

JPK Instruments AG（ブルカージャパン） 

㈱NanoAndMore ジャパン 

アズワン㈱ 

㈱アプロサイエンス 

アンドール・テクノロジー Ltd / オックスフ

ォード・インストゥルメンツ㈱ 

㈱アントンパール・ジャパン 

英文校正エナゴ／論文翻訳ユレイタス 

（クリムゾン） 

㈱エービー・サイエックス 

㈱エス・ワイ・シー 

㈱エムエステクノシステムズ 

㈱オプトサイエンス 

㈱オプトライン 

オリンパス㈱ 

オリシロジェノミックス㈱ 

オレンジサイエンス（同） 

㈱オンチップ・バイオテクノロジーズ 

カクタス・コミュニケーションズ㈱ 

㈱カワニシ 岡山支店 

キーストン サイエンティフィック㈱ 

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 

京セラ SOC㈱ 

クロマテクノロジ ジャパン 

ケイエルブイ㈱ 

（公財）高輝度光科学研究センター 

SPring-8 / JASRI 

神戸市 / 神戸医療産業都市推進機構 

ジーンフロンティア㈱ 

シグマ光機㈱ 

シスメックス㈱ 

ジャパンハイテック㈱ 

昭光サイエンス㈱ 

ショーシン EM㈱ 

㈱スクラム 

ストレックス㈱ 

スペクトリス㈱ マルバーン・パナリティカ

ル事業部 

㈱生体分子計測研究所 

先端バイオイメージング支援プラットフォ

ーム（ABiS） 

㈱セルフリーサイエンス 

ソーラボジャパン㈱ 

㈱ソリューションシステムズ 

大学連携バイオバックアッププロジェクト

（IBBP） 

ダッソー・システムズ・バイオビア㈱ 

ツジ電子㈱ 

ティー・エイ・インスツルメント ジャパン㈱ 

DKSHジャパン㈱ 

㈱ディジタルデータマネジメント 

㈱東京インスツルメンツ/PCO AG 

ナニオンテクノロジーズジャパン㈱ 

並木精密宝石㈱ 

㈱ニコンインステック 

日本カンタム・デザイン㈱ 

日本蛋白質構造データバンク 

日本電子㈱ 

㈱日本レーザー 

㈱ニューメタルスエンドケミカルスコーポ

レーション 

ネオアーク㈱ 

ネッパジーン㈱ 

パーク・システムズ・ジャパン㈱ 

バイオ・ラッド ラボラトリーズ㈱ 

バイオリサーチセンター㈱ 

浜松ホトニクス㈱ 

㈱ビジコムジャパン 

日立工機㈱ 

兵庫県立大学 リーディング大学院 

㈱フォトロン 

プライアー・サイエンティフィック㈱ 

プライムテック㈱ 

ブルカージャパン㈱ 

ベックマン・コールター㈱ 

ヘルツ㈱ 

㈱メステック 

㈱メニコン 

㈱モルシス 

モレキュラーデバイスジャパン㈱ 

㈱薬物安全性試験センター 

ヤマト科学㈱ 

㈱羊土社 

ヨダカ技研㈱ 

ラドデバイス㈱ 

㈱リガク 

 

※アルファベット・50 音順。敬称略。 

※2021 年 10 月 15 日 

 

 

 

 

 

◆生物物理の研究用関連製品等は 
 

酵素作用・イオン分子識別・感覚・情報処理・遺伝・光合成・エネルギー変換・運動・行動 

－ あらゆる生命活動のメカニズムを、電子や分子のレベルで、目で見るがごとくに、完全に理解することをめざす学際

的ライフサイエンス － これが生物物理学ですが、その研究過程において関連する高頻度使用機材を以下に記載しま

す。 
 

●超遠心機、細胞破砕器、ミキサー、分光光度計、デンシトメーター、核磁気共鳴装置、NMR データ解析ソフトウェア、電子・核二重

共鳴装置、電子スピン共鳴装置、円二色性測定装置、LB 膜作製装置、蛍光光度計、蛍光寿命測定装置、サブピコ秒レーザー、

ホトンカウンター、CCD カメラ、SIT カメラ、ディテクターアレー、イメージインテンシファイアー、FT・ラマン分光光度計、FT・IR 分光

光度計、原子吸光、MAS（質量分析装置）、FT-MAS、電子顕微鏡、光学顕微鏡、トンネル走査顕微鏡、原子間力顕微鏡、画像解

析システム、顕微分光装置、分子間相互作用解析装置、マニュピレーター、セルソーター、高入力抵抗アンプ、レコーダー、トラン

ジェントメモリー、各種コンピュータ、3D グラフィックソフトウェア、画像処理システム、分子力場計算ソフトウェア、分子軌道計算ソ

フトウェア、各種クロマトグラフ、電気泳動装置、ポンプ、ガラス器具、pH メーター、イオン電極、各種試薬・薬剤、関連書籍 など。 
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日     時： 2022年 9月28日（水） ～ 30日（金）  年会の昼食時間帯（50分をセミナー時間として予定） 

場     所： 函館アリーナ もしくは 函館市民会館 

募 集 枠 数： 8 枠～最大12枠 ＜1日 3 ～ 4枠を並行開催＞ 

セミナー会場： 最大 5 室 / 日  

             ※Live配信も行います。 

 

共  催  費： ① 附設展示会出展申込者 及び アカデミア※ 715,000円（税込） 

  ※アカデミア：大学や公的機関の研究施設等、大学発ベンチャー企業（大学名表記必須） 

 ② 上記①以外    825,000円（税込） 

 ※ 2枠目のお申込み共催費は、上記 ①：550,000円（税込）、②：638,000円（税込）でお申込みいただけます。 

共催費には、会場費および基本機材費（液晶プロジェクターと演者と座長用の音響設備）、会場前には配布資料等

を置くための机、会場係員並びに弁当配布要員1名を含みます。 

 

 

 学会よりお弁当・お茶100セットを用意し、参加者に提供させていただきます。 

 追加発注される場合は別途ご負担をお願いします。2枠目申込分も同様になります。 

 

 

 ※参加申込後（E-mail、FAX等による申込受理）は、原則参加登録の取り消しはできません。したがって参加費の

返金や未入金は認められませんのでご了承の上、お申込みください。 

 

◆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。 

  

 

申込締切日（予定）： 2022年 6月 1日 

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。 

講師のご紹介をご希望の場合は、実行委員会に確認いたしますのでお問合せください。 

 

原稿締切日（予定）： 2022年 6月 20日頃を原稿の締切日予定にしております。 

ご提出いただく原稿は、プログラム集、年会ホームページに掲載します「講演要旨原稿：A5判 1ページ 白黒」の原

稿をご用意ください。年会ホームページ掲載用には、カラー（PDF）でご用意いただければアップいたします。 

 

申込・お問合せ： 株式会社エー・イー企画 第60回日本生物物理学会年会展示会係 

 Tel. 03-3230-2744   Fax. 03-3230-2479  E-mail.  ejbp60@aeplan.co.jp  

 

◆その他 ： 

１．このバイオフィジックスセミナーは実行委員会との共催といたします。ご参加にあたっては、単なる製品説明では

なく、背景となる原理・理論の解説を丁寧に行ったり、あるいは役立つ応用例の紹介を中心としたりして、魅力あ

る新製品・新技術の解説講演になるよう工夫をこらしていただけると幸いです。 

 

２．本バイオフィジックスセミナーと関連し、より具体的な個別の説明の場として、「附設展示会」、「シンポジウム協

賛プレゼンテーション」などのご活用も併せてご検討ください。 

 

３．本バイオフィジックスセミナーの整理券（引換券）は、発表当日朝より配布の当日チケットにて対応いたします。 

 

 

 

 

02. バイオフィジックスセミナー 募集要項 
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第 60 回日本生物物理学会年会 附設展示会において A タイプ（学会年間支援スポンサー含む）でお申込みいただきました

出展者及びバイオフィジックスセミナー共催申込者を対象に、シンポジウム講演内に ５分間 展示紹介 ができる 「シンポジ

ウム協賛プレゼンテーション」の参加を募集いたします。 

参加特典 

1）プレゼンテーションいただくシンポジウム会場入口で、時間中はパンフレットを配布することができます。但し、

参加者の入退出の妨げにならないようご配慮ください。 

2）展示紹介の際に、パソコン（接続 VGA 端子 D-Sub15 ピン）をご持参いただければ、会場のプロジェクターを

利用いただけます。 

 

＜参加・申込方法＞ 

◆参加資格 第60回日本生物物理学会年会 附設展示会Aタイプ（学会年間支援スポンサー含む）出展者、または、

バイオフィジックスセミナー申込者に限ります。 

◆参加申込にあたり 

  展示紹介内容を、申込時にご提出ください。 

  実行委員会で紹介内容に沿ったシンポジウムを選定します。 

プレゼンテーションいただくシンポジウムは、決定後通知いたします。 （例年シンポジウムプログラムの

日程確定は 7月中頃のため、8月中旬以降のご連絡となります） 

※実行委員会選定後に、シンポジウムオーガナイザーに「プレゼンテーション」の連絡をします。 

◆参加費： 110,000円（税込）  

◆申込締切： 2022年 8月 20日 （予定）  

◆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。 

04. スクリーン広告 募集要項 

9/28～30日の各日、各セッション前の休憩時間（バイオフィジックスセミナー開催前を除きます）に、貴社の PR画

像を投影（スクリーン広告）する企業様を募集いたします。 

企業紹介、製品告知、展示案内、バイオフィジックスセミナー等の PR メディアとして是非ご利用ください。 

 

● 募集枠： 10枠（1枠：30秒）程度を上限に募集いたします。 

  ● 参加資格 第 60回日本生物物理学会年会 附設展示会 A タイプ（学会年間支援スポンサー含む）出展者、また 

                 は、バイオフィジックスセミナー申込者に限ります。 

● 料金： 1枠・・・66,000円（税込）   

● PR用の画像データは以下の作成要項をご確認の上ご用意ください。 

データ作成要項： 

◆投影時間： 1枠 30秒まで 

入稿データ アプリケーション： Microsoft PowerPoint 

解像度： XGA（1024×768 ピクセル、アスペクト比 16：9） 

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 

下記フォントを利用してデータを作成ください。 

他のフォントを使用の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。 

    ●申込締切日  2022年 6月 1日  
    ●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。 
    ●スクリーン広告送付締切 

   2022年 8月 31日 送付先 専用 E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 
 

03. シンポジウム協賛プレゼンテーション募集要項 

mailto:ejbp60@aeplan.co.jp
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04-2. ポスター会場スクリーン広告 募集要項 

9/28～30日の各日の「ポスター掲示」・「ポスター発表」時間に、貴社の PR画像をメインアリーナ（ポスター・附設展

示会会場）の 300 インチ大スクリーンに投影（スクリーン広告）する企業様を募集いたします。 

企業紹介、製品告知、展示案内、バイオフィジックスセミナー等の PR メディアとして是非ご利用ください。 

● 投影会場： メインアリーナ（ポスター＆展示会場）  

● 投影時間： ミキサーと閉会式以外の時間帯 

          ※上記以外の時間帯にも投影できない時間帯が発生する場合もございます事、ご了承ください。 

● 音声： 音声に関しては対応しておりません。 

● 募集枠： 10枠（1枠：45秒）程度を上限に募集いたします。 

  ● 参加資格：第 60回日本生物物理学会年会 附設展示会 A タイプ（学会年間支援スポンサー含む）出展者、 

           また は、バイオフィジックスセミナー申込者に限ります。 

  ● 投影時間：ミキサーを除く会期時間内 

● 料金： 1枠・・・165,000 円（税込）   

● PR用の画像データは以下の作成要項をご確認の上ご用意ください。 

データ作成要項： 

◆投影時間： 1枠 45秒まで 

入稿データ アプリケーション： Microsoft PowerPointで作成の MP4データ 

解像度： XGA（1024×768 ピクセル、アスペクト比 16：9） 

    ●申込締切日  2022年 6月 1日  
    ●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。 
    ●ポスター会場スクリーン広告送付締切 

   2022 年 8月 31日 送付先 専用 E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 
 

05. 事前参加者向けEmail配信サービス 募集要項 

 事前参加申し込みされた方の中で、企業からの情報を受取る事へ了解をいただいた方へ E-Mailのダイレクトメールをお 

 送りさせていただきます。 

 尚、HTML メール、添付ファイルには対応しておりません 

 また、出展企業・BPセミナーにご協賛いただいた企業のみ限定とさせていただきます。 

 

 ◆ 配信形態：A4 1頁を目途に約 1200文字程度 テキストのみの配信 

 

 ◆ 配信期間： 2022年 9月 10 日～9月 24日  

              ※1日 1社限定 

 

    ◆ 配信費：\110,000/配信 （税込）  

    ◆ 申込締切：2022年 8月 31 日 

   ◆ 原稿締切：配信日 10日前 

   ◆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。 
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06. ホームページバナー広告 募集要項 

 

年会ホームページのトップページに貴社のバナーを掲載させていただき、貴社指定の URLへリンクをさせて頂きます。 

   ◆掲載期間： 2022年 11月末日まで 

   ◆申込締切日：2022年 8月 31日 

   ◆掲載場所：年会ホームページのトップページ 

   ◆データサイズ：縦 70×220pix 

   ◆掲載料金：110,000 円（税込） 

 

07. プログラム集広告 募集要項 

本年会で発行する「プログラム集」は、日本生物物理学会の全会員に配布されますとともに、非会員の参加者およ

び希望者にも頒布いたします。なにとぞ、この機会に本プログラム集に貴社の優秀な関連機器および周辺機器、試

薬、ソフトウェア関連、各種サービス情報、関連書籍等の広告をご掲載お願い申し上げます。 

 

 『広告掲載料金』 

 

掲載場所 スペース 掲載料金(税込) 

後 付（1色） 1ページ 66,000円 

後 付（1色） 1/2ページ 44,000円 

   

※表紙回りの広告掲載についてはお問合せください。 

 

●発行部数 ： 4,000 部（予定） （全学会員配布 + 非会員年会参加者等） 

●発行予定日 ： 2022年 8月中旬（予定） 

●判型（サイズ） ： A5 判 （天地 210mm×左右 148mm） 

●申込締切日 ： 2022年 6月 1日予定 

●原稿締切日 ： 2022年 6月 20日予定 

●原稿入稿形態 ： 白 黒 – 完全データ 

●広告サイズ ： 1 頁 天地 180mm×左右 125mm 

  1/2 頁 天地 85mm×左右 125mm 

※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 － フォント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と illustratorのバージョンをご明記ください。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） 

 

●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。 

●広告原稿のお問合せ・送信は、こちらへお願いいたします。 

  ㈱エー・イー企画 広告担当 

  E-mail. adinfo@aeplan.co.jp 

  TEL.03-3230-2744（代表） 
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08.Cofit アプリバナー広告 
第 60 回日本生物物理学会年会では、現地開催をメインとしております。その際、現地に於いて、携帯のアプリを使って、講

演・演者等のプログラムの検索等が可能な Confitを活用可能といたします。 

このアプリの Top 画面にバナーの掲載が可能です。 

 

 

◆掲載方式： ランダム掲載 3社まで 

◆掲載期間： 9月 15日～会期後 1週間 

◆アプリ用 ファイル形式 ： png 

            サイズ px : 高さ 210 × 幅 1,536 

                        ※アニメーション gifは不可 

◆掲載費：\55,000（税込） 

 

●申込締切日：2022年 ８月１８日（木） 

●申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

● 送付先 専用 E-mail： ejbp60@aeplan.co.jp 

TEL．03-3230-2744 



第 60 回日本生物物理学会年会協賛申込書 
送信先 ： E-mail. ejbp60@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 

展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

記入日： 月 日 

御社名 
日本名 

or英名 

申込担当者 氏名 

所属 

★必須 E-mail.
必ずご記入ください。 

お申込み後に受理報告いたします。 

所在地 〒 

住所 

TEL. FAX. 

 

お申込書内容を記入したうえでお申し込みください。  

合計金額： 

01.展示会

Aタイプ　　　展示

AAタイプ＿＿＿展示

Bタイプ 展示

Cタイプ　　展示

Aタイプ　 　：\275,000（税込）/展示

AＡタイプ　  ：\247,500（税込）/展示

Bタイプ　    : \   88,000（税込）/展示

Cタイプ　    : \110,000（税込）/展示

※使用電力 100V  w
500wまで　\33,000（税込）

501~1000w\38,500（税込）

02.バイオフィジックスセミナー

（略称BPセミナー）

□9/28希望　□9/29希望

□9/30希望

① 附設展示会出展申込者 及び アカデミア：

\715,000（税込）

② 上記①以外　：\825,000（税込）

03.シンポジウム協賛プレゼンテーション セミナー \110,000（税込）/セミナー

04.スクリーン広告 　　データ \66,000（税込）/データ

04-2. ポスター会場スクリーン広告 　　データ \165,000（税込）/データ

05.事前参加者向けEmail配信サービス 　　配信 \110,000/配信　（税込）　

06.ホームページバナー広告 　　バナー \110,000（税込）/バナー

07.プログラム集広告
□ 後付1/1

□ 後付1/2

1/1頁：\66,000（税込）

1/2頁：\44,000（税込）

08.Confit アプリバナー広告 　　バナー \55,000（税込）/バナー

貴社 URL：


