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第 92 回日本生化学会キーテクノロジー

第93回日本生化学会大会（オンライン）
第93回日本生化学会大会（オンライン大会） 視聴者数が多かったセッション（順不同）
発表形式

セッションタイトル

シンポジウム

リン脂質が制御する多彩な細胞機能

シンポジウム

iPS臨床 X 免疫

ポスター

糖タンパク質

シンポジウム

異分野連携で切り拓くシグナル伝達と疾患研究の最前線

シンポジウム

リン脂質の多様性が紡ぐ生命現象

シンポジウム

がん代謝研究の最前線

シンポジウム

脂質生物学からのキャリアデザイン

シンポジウム

ブレイン・インフラストラクチャー：脳の新たな物流システムの生化学的理解と病態

シンポジウム

神経系におけるオルガネラコミュニケーションとダイナミクス

シンポジウム

生体膜の変形が制御するバイオロジー

シンポジウム

翻訳の新常識：非典型的な翻訳から合成生物学まで

シンポジウム

代謝と炎症・免疫の接点：イムノメタボリズム

特別講演

獲得免疫：感染症とがんとの戦い

シンポジウム

コラーゲン研究の新展開：基礎から創薬まで

シンポジウム

Gタンパク質共役型受容体の構造機能相関：創薬の新戦略に向けて
第 92 回日本生化学会キーテクノロジー

シンポジウム

小胞体を基軸とした生体の高次生命機能および疾患の制御

シンポジウム

アルツハイマー病の病態・治療に関わる分子機構の最前線：アップデート

シンポジウム

病態の形成・進展、そして改善に関わるマクロファージ ~最新知見を中心に~

シンポジウム

生体膜ダイナミクス：細胞レベルの制御機構から個体レベルの生理機能まで

シンポジウム

ケモテクノロジーが拓くユビキチンニューフロンティア

第93回日本生化学会大会（オンライン大会） 検索キーワードランキング
順位

ワード

順位

ワード

1

エクソソーム

11

GPCR

2

ミトコンドリア

12

エンドサイトーシス

3

アルツハイマー

13

モノクローナル抗体

4

抗体

14

IL12

5

皮膚

15

表皮

6

ポリアミン

16

免疫

7

老化

17

ミエリン

8

Rab

18

ウイルス

9

オートファジー

19

p-631

ゼブラフィッシュ

20

繊毛
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展示会出展、その他協賛申込

20 万円以上にて

① 会員宛メール（毎月25日、配信数：8,000名）へのヘッダー広告掲載 50,000 円を 20%OFF
② 学会サイトバナー掲載 1か月無料（掲載料：20,000 円）
上記 2 点から、1つを選択
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展示会出展、その他協賛申込

30 万円以上にて

① 会員宛メール（配信日指定可能、配信数：8,000名）への単独配信 100,000 円を 20%OFF
② ヘッダー広告掲載 50,000 円を 20%OFF
③ 学会サイトバナー掲載 1か月無料（掲載料：20,000 円）

上記 3 点から、1つを選択

3

ランチョンセミナー開催特典
① 会員宛メール（配信日指定可能、配信数：8,000名）への単独配信 100,000 円を 無料
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協賛メリット
講演会場と展示会場が1つの会場になりました！！
大型多目的ホール（1F）と大中小42室の会議室が1つのホールになりました。
今までの課題だった会議センターと展示ホールの長い導線が近くになりました。

https://youtu.be/8Eo97FEIPcg
↑イメージ動画をチェック↑

ポスター討論時間を午前と午後に！
今大会ではポスター討論時間を午前と午後の2回に分けました。

午前の部：11:10 - 11:55

午後の部：13:00 - 13:45

参加者の皆様が活発な時間に展示ブースに立ち寄れるタイムスケジュールです。

セミナー1枠申込で追加講演が無料！
バイオインダストリーセミナーにお申込みいただくと、もう1枠講演が無料となります。
※ご希望の際はお申込み時に展示会事務局へご連絡ください。
※プログラム集、アプリ掲載は1枠目と同様に行います。
※お弁当代は別途発生いたします。
※セミナー発表日は会期中の異なる2日に設定させていただきます。

展示会 3小間以上申込で出展料割引！
展示会 Aタイプ ３小間以上 お申込みの場合
3小間の出展料金合計 ¥750,000 が、 10％OFF（-¥75,000）で ¥675,000
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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。
バイオインダストリーセミナー（ランチョン）
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

2021年11月3日(水) ～ 5日(金) 昼食時間帯 （講演時間50分）
※1日最大5社の並行開催

募集枠数

最大 10 枠

申込方法

バイオテクノロジーセミナー申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。

800,000円（消費税別） 展示会出展有り、アカデミックな公的機関等）/1枠
900,000円（消費税別） 展示会出展無し、アカデミックな公的機関等以外）/1枠
共催費

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

2021年6月30日（水） （予定）

展示会
ポスター発表と同じ会場で展示会を開催します。
展示会期

2021年11月3日(水) ～ 5日(金) ※3日間開催

展示会場

パシフィコ横浜 ノース ※講演会場と展示会場が同一会場（パシフィコ横浜ノース内）となりました。

出展費用

（1小間/消費税別）

申込締切日

A タイプ ： 250,000円 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 ： 50,000円 関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービス
C タイプ ： 120,000円 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
2021年7月30日（金）（予定）

シンポジウム協賛プレゼンテーション
講演会場でシンポジウムの開始前に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。
展示会出展者またはランチョンセミナー共催者

参加資格

参加費
申込締切日

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。

100,000円（消費税別）/ シンポジウム
2021年7月30日（金）（予定）
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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。
大会プログラム集 広告
A5判で製作します。
掲載料金
プログラム集同梱

白黒1頁 70,000円（消費税別）
1 枠 90,000円（消費税別）

申込締切日

2021年7月23日（金）(予定)

原稿締切日

2021年7月30日（金）（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

1枠 100,000円（消費税別）

申込締切日

募集数となり次第終了。 もしくは2021年9月10日（金）まで。

大会ウェブサイトバナー動画広告
大会ウェブサイト内の動画広告を募集します。
募集数

5枠

投影時間

1 枠 10秒

入稿データ

MP4 (.mp4)

掲載費
申込締切日

150,000円（消費税別）/枠
募集数となり次第終了。 もしくは2021年9月10日（金）まで。

スクリーン広告
講演会場の幕間（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

投影時間

1 枠 60秒（ローテーション）

入稿データ

PowerPoint (.pptx) 又はMP4 (.mp4)

掲載費
申込締切日

100,000円（消費税別）/枠
募集数となり次第終了。 もしくは2021年7月30日（金）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を募集します。
募集数

10 枠

協賛費

100,000円（消費税別）/枠

内容
申込締切日

提供者看板（大会制作）を抽選ブースへ設置。
ノベルティ or チラシを抽選ブースに設置、配布可能。
募集数となり次第終了。もしくは2021年7月30日（金）まで。
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第 94 回大会ごあいさつ
第94回日本生化学会大会を、2021年11月3日（木）〜5日（土）にパシフィコ横浜ノースで開催
を予定しています。
人類は、幾度となくウイルスによる災禍に見舞われ、その都度に解決策を模索して病気を克服し、
新しい時代を切り拓いてきました。2019年後半から世界各地に拡散していった新型コロナウイルス
も、さまざまな分野に影響を及ぼしています。政治経済に加え、例えば、音楽や芸能などファンが集
まって楽しむライブやコンサートなども制限されています。一方で、アーティストたちはこの状況を
逆手にとってオンラインを活用したミニライブや番組を世界に発信し、私たちは現地に行かずとも、
モニターを通じて、時にはon timeでライブを楽しむことが可能になりました。アーティスト同士が、
各国のライブにオンラインでゲスト出演するようになり、むしろ、世界が身近になったと感じる出演
者もいるくらいです。
2020年は、科学界にとっても大きな変化をもたらしました。アメリカ物理学会は、通常1,800人
前後が会場に参加するスケールのようですが、2020年4月の大会では、初めてウェブ開催となり、
7,000人以上が登録されたことが解りました（Nature 580, 574, 2020）。また、日本の学会の多
くが、ウェブ開催（一部ハイブリッド）となっています。深見希代子先生が会頭を務められた第93
回日本生化学会大会では、オンラインを活用した日本生化学会史上初めてのウェブ開催となり、大き
な成功を収めました。これは、今後の大会の在り方に新しい基軸が提示されたことを意味し、会員の
皆様も新たな胎動を感じられたのではと思います。
さて、延期された東京オリンピック2020が開催予定の2021年は、世界はどのような年になるで
しょうか？ 世界保健機構（WHO）やアメリカ疾病対策センター（CDC）から、新型コロナウイル
スの感染経路や対策に関する情報が随時アップデートされており、国際協力のもとに新型コロナウイ
ルスのワクチンや治療薬の開発が進み、病気の克服へと近づくことを信じたいと思います。しかし、
現段階では不確定な要素が多いことも事実であり、科学界にとって「コロナ前（Before Corona：
BC）」から「病気を克服した後（After Disease：AD）」という転換点としての2021年になるので
はと考えます。
ここで触れたいことは、第一線で活躍されている研究者の方々とともに、20代後半から30代の若
手研究者、大学院生や学生の皆さんへの想いです。まさにBC→ADを駆け抜けていく皆さんは、たく
ましい想像力と創造性を合わせ持ち、将来国内外で活躍されていくことでしょう。アップル創業者の
一人・Steve Jobs氏は、スタンフォード大学のスピーチ（2005年6月12日）で、卒業生たちに印象
的な言葉（Connecting the dots）を投げかけました。『先を見通して点をつなぐことはできません。
振り返ってつなぐことしかできないのです。だから将来何らかの形で点がつながることを信じましょ
う』。第94回日本生化学会大会では、国内外の著名な先生方による特別講演を計画しており、コロ
ナ禍ではありますが、現在依頼中です。さらに、企画シンポジウムと公募シンポジウムに加え、世界
を身近に感じていただけるよう、想像以上の点と点が結ばれることを期待し、参加者と海外の若手研
究者をオンラインでon timeにつなぐトライアルを提供できたらと考えています。
日本生化学会では、2017年から「早石修記念海外留学助成（毎年8名）」を開始しました。4年の
時を経て、海外で研究されている助成を受けた若手研究者が研究室を主宰する立場として帰国される
ようになり、成果が着実に表れていることは素晴らしいと感じます。このような若手研究者の活躍が
新しい点となってつながり、未来の生命科学を作り上げていただくことを期待したいと思います。
第94回日本生化学会大会のポスターは、生化学のイメージをモチーフに、研究室の修士課程の大
学院生たちが作成してくれました。全てが彼女らのアイデアであり、生化学に対する若い視点と感性
にあふれていると感じます。広い世代が意見交換できるダイバーシティーを大切にしながら、世界か
らの成果も受信できる多様な可能性をもつ第94回日本生化学会大会として、多分野からの研究成果
を発表していただけますよう、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

令和2年9月24日
第94回日本生化学会大会
会頭 深水 昭吉
筑波大学 生存ダイナミクス研究センター
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開催概要
名称

第94回日本生化学会大会
The 94th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society

大会テーマ

Before Corona (BC), After Disease (AD)

会期

2021年 11月 3日（水）～ 11月 5日（金）

会場

パシフィコ横浜ノース

予定参加者数

3,000名

組織委員会

（2020年 10月現在）

プログラム委員長
谷本 啓司

幹事

筑波大学

岩崎 憲治

筑波大学

高橋

智

筑波大学

柳沢 裕美

筑波大学

臼井 健郎

筑波大学

入江 賢児

筑波大学

橋本 義輝

筑波大学

大徳 浩照

筑波大学

石田 純治

筑波大学

加香 孝一郎

筑波大学

金

筑波大学

石野 良純

九州大学

高木 淳一

大阪大学

稲田 利文

東北大学

田口 英樹

東京工業大学

北 将樹

名古屋大学

舘野 浩章

産業技術総合研究所

木原 章雄

北海道大学

田中 智之

京都薬科大学

木村 航

理化学研究所

津本 浩平

東京大学

國澤 純

医薬基盤・健康・栄養研究所

中山 和久

京都大学

熊谷 嘉人

筑波大学

仁科 博史

東京医科歯科大学

胡桃坂 仁志

東京大学

野村 暢彦

筑波大学

小松 雅明

順天堂大学

藤原 裕展

理化学研究所

酒井 真志人

日本医科大学

古川 貴久

大阪大学

櫻井 武

筑波大学

星野 歩子

東京工業大学

佐田 亜衣子

熊本大学

松坂 賢

筑波大学

白須 賢

理化学研究所

村上 誠

東京大学

鈴木 聡

神戸大学

幹事補佐
俊達

プログラム委員

敬称略

大会収支予算計画
（1）収入の部
費目
（1）参加費

3,000名 想定

事前･当日 参加費

（2）補助金
（3）共催セミナー収入
8セミナー想定

（4）展示会収入

100小間想定

（5）広告収入
（6）寄付金

予算
23,540,000

一般会員・学生会員・非会員

7,800,000

学会本部補助金

4,620,000

バイオインダストリーセミナー
（ランチョンセミナー）

23,870,000

1,000,000
11,300,000

計

備考

出展企業：機器・試薬・各種受託サー
ビス等研究支援企業、製薬・食品・飲
料等企業、アカデミック団体、書籍販
売等
ホームページバナー等
日本製薬団体連合会、その他

72,130,000

（2）支出の部
費目
（1）会議準備費

（2）会議当日費

（3）事後処理費
計

予算

備考

14,229,206

印刷・製作、通信･運搬費等

36,874,182

会場、付帯設備、機材・設営、等
経費

15,200,000

展示全般、付帯設備、機材・設営、業
務委託、スタッフ 等 諸経費

5,826,612

人件費、業務委託費、その他諸経費等

諸

72,130,000

※2020年10月23日現在
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大会日程（予定 ）
1日目

※2020 年 10 月現在

11月3日（水）

9：00-11：00

11:10-11:55

12：05-12：55

13:00-13:45

13：50-14：40

13:20-14:20

14：50-16：50

シンポジウム

ポスター
説明・討論

バイオインダストリー
（ランチョン）セミナー

ポスター
説明・討論

特別講演

シンポジウム
一般口演

シンポジウム
一般口演

展示会 ： 9：00 – 17：00

2日目

11月4日（木）

9：00-11：00

11:10-11:55

12：05-12：55

13:00-13:45

13：50-14：40

13:20-14:20

14：50-16：50

シンポジウム

ポスター
説明・討論

バイオインダストリー
（ランチョン）セミナー

ポスター
説明・討論

特別講演

シンポジウム
一般口演

シンポジウム
一般口演

展示会 ： 9：00 – 17：00

3日目

11月5日（金）

9：00-11：00

11:10-11:55

12：05-12：55

13:00-13:45

13：50-14：40

13:20-14:20

14：50-16：50

シンポジウム

ポスター
説明・討論

バイオインダストリー
（ランチョン）セミナー

ポスター
説明・討論

特別講演

シンポジウム
一般口演

シンポジウム
一般口演

展示会 ： 9：00 – 17：00

◆主なプログラム（予定）
●特別講演
●シンポジウム
●一般演題：口頭発表、ポスター発表
●バイオインダストリー（ランチョン）セミナー
●附設展示会 （企業展示に研究者が訪問しやすい環境を作ります）
… その他
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バイオインダストリー （ランチョン）セミナー募集要項 ①
バイオインダストリーセミナーは、大会プログラムの一環として、大会とお申込者との共催にて開催されます。
2021年 11月3日～5日の3日間

日時

発表時間 ： 50分 （昼食時間帯を予定）

1日3～5社程度の並行開催。申込数によっては変更することがございます。
※プログラムの都合により時間帯が多少変更になる場合があります。ご了承ください。

会場
参加資格

募集枠数

パシフィコ横浜ノース。大会の講演会場を使用します。
原則、附設展示会出展者。
※附設展示会出展者以外のお申込みは共催費が異なります。

最大16枠
会場費、講演設備費（プロジェクター、スクリーン、マイク等音響設備など）は共催費に含
まれます。別途昼食をご用意いただきます。
● 附設展示会 「出展される場合」の共催費
11月3日（水）
11月4日（木）
11月5日（金）

共催費

800,000円 ＋ 別途 昼食費
800,000円 ＋ 別途 昼食費
600,000円 ＋ 別途 昼食費

● 附設展示会に 「出展されない場合」の共催費
11月3日（水）
11月4日（木）
11月5日（金）

900,000円 ＋ 別途 昼食費
900,000円 ＋ 別途 昼食費
700,000円 ＋ 別途 昼食費

費用は消費税別で記載しております。
発表希望日などは、原則お申込みの先着順となります。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。
※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

申込方法
申込締切

大会HP内、協賛案内ページのオンライン申込みフォームよりお申込みください。
https://www2.aeplan.co.jp/jbs2021/
2021年 6月30日(水)

（予定）

第94回日本生化学会大会展示会事務局（株式会社エー・イー企画内）

申込先

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2-4-4
E-mail. e_jbs2021@aeplan.co.jp
Tel. 03-3230-2744

Fax. 03-3230-2479
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バイオインダストリー （ランチョン）セミナー募集要項 ②
●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） 第94回日本生化学会大会参加証 ： 3枚
※講演者が日本生化学会の会員である場合、講演者は通常の参加登録を行ってくださいますようお願い申し上げます。
5） バイオインダストリー（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）。
6） 第94回日本生化学会大会プログラム集を1部進呈いたします。
7） 1つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記 4）～6）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
意ください。発表前に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） 運営スタッフ：弁当配布要員、照明係、アナウンス係
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：1,300円（消費税別）/1食・パックお茶付。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、共催者毎にはご用意できません。複数者でご共有ください。ご了承ください。

◆セミナー整理券配布方法： 事前申込（一部当日配布）を検討中 （2020年10現在）。
事前予約と当日参加の昼食数割合を、事前 8 ： 当日 2 といたします。
例） 昼食 200 用意した場合 ：事前 160 ： 当日 40
事前予約制（予定）

•

大会の事前参加登録締切日後、準備が出来次第、事前参加登録者にE-mailでバイオ
インダストリー（ランチョン）セミナー事前申込受付開始のご案内をいたします。

当日参加（予定）

※ランチョンセミナー

•

事前予約は申込順で受付します。

•

共催者には、事前予約者の所属と氏名及びE-mail情報をお渡しします

•

当日配布分は発表日の午前に大会事務局側が配布デスクにて行います。

•

整理券は事務局が用意します。

•

「事前予約者」または「整理券をお持ちの方」より、整理券を受け取り、昼食と引換

入場時の注意事項

えてください。
•

セミナー開始時間を過ぎると「事前予約」ならびに「整理券」は無効になりますので、
「整理券」をお持ちでないセミナー参加者へ昼食を配布してください。
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バイオインダストリー （ランチョン）セミナー募集要項 ③
◆備考
●生化学の関連領域における各種技術等の研究方法論の最新の進歩を参加者に啓蒙することを目的としておりま
す。特に若手研究者の新しい潮流を知見できるテーマ内容を企画してくださることを期待しております。
※講演概要の形式は自由ですが、セミナーのメインテーマと意図、予定している演者や講演内容、時間につ
いては、できるだけ詳細に記載してください。演者をお招きいただいてのアカデミックな講演、貴社スタッ
フによる製品PR、技術的な説明会等、セミナーの内容につきましては貴社に自由に設定いただけます。ご不
明点がございましたら、展示会事務局までお問い合わせください。
●発表言語
講演は日本語及び英語のいずれでも可能です。
●セミナー共催者が、「第94回日本生化学会大会共催」と明記してのセミナー共催実施を、広報してくださる
ことを歓迎いたします。なお、パンフレット、貴社ホームページ以外での広報を行う場合には、一度ご連絡
いただけますようお願いいたします。
●プログラム編成
プログラム編成は、原則申込順に発表日、会場を考慮し、組織委員会で確認、決定し、事務局よりセミナー
共催者に連絡します。編成の際に、最低限各演者名・所属が必要となりますので、期日までにご連絡くださ
い。

◆演題名（テーマ）、要旨の掲載について
プログラム集には、ランチョンセミナーの演題（テーマ）および要旨を掲載いたします。
（インターネット上にも掲載する予定です）
ご用意いただく原稿は
・プログラム集掲載用 要旨 原稿締切日：2021年7月中旬（予定） PDFファイル
・タイトル、講演者等の和・英テキスト
・講演要旨テキスト：和・英どちらでも可
※詳細はお申込み後追ってご案内します。

◆その他
●セミナー共催者が参加者に聴講を呼びかけるためのリーフレット等の配布は、発表当日の午前中に限らせ
ていただきます。配布可能な場所はパシフィコ横浜ノースの館内（利用フロア）のみとなります。屋外で
の配布は禁止です。
●ランチョンセミナーは、プログラムの一環として開催されますので、第94回日本生化学会大会参加者以外
は講演会会場へ入場いただけません。セミナー共催者が参加者を独自に呼ぶ場合は、第94回日本生化学会
大会への参加登録が必要となります。
●お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。
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附設展示会募集要項 ①

展示会 会期

展示会 会場

2021年 11月3日（水） ～ 5日（金）の3日間
展示会 開催時間 ： 9時 - 17時（予定）
※プログラムは確定次第大会ホームページに掲載されます
パシフィコ横浜ノース

1F

展示会場内

ライフサイエンスの研究等に必要な機器類、試薬類、ディスポーザブル製品類、ソフトウェ

募集対象

ア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託・解析等のサービス類、大学や研
究施設等の共同利用・紹介・募集、その他ライフサイエンス研究に携わるサービス類、関連
書籍類等の出展を募集対象といたします。

大会HP内、協賛案内ページのオンライン申込みフォームよりお申込みください。
https://www2.aeplan.co.jp/jbs2021/

申込方法

お申込み内容の送信後に、入力完了メールをご確認ください（1）。その後、別途、展示会
事務局よりお申込み受理の回答メールをお送りいたします（2）。上記の（1）、（2）を
もってお申込み手続きの完了とさせていただきます。なお、募集対象以外からのお申込みは
検討後の回答となりますことをあらかじめご了承ください。
オンライン申込みが行えない場合は、下記の申込・問合せ先までE-mailにてご連絡ください。

申込締切日

ご請求

2021年 7月 30日（金）（予定）
予定小間数となり次第、申込締切の期日前でも締め切らせていただくことがございます。
ご了承ください。
・申込み受理後、請求書を発送いたします。
・請求書に記載された振込期日までにお振込みください。
・振込手数料は出展者の負担となります。
申込受理後発送いたします請求書に記載されている期日をご確認ください。

振込期日

※出展料金をご請求後、何らかの諸事情で振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、
必ずご連絡ください。ご連絡がなく、お振込みがない場合には、出展を解約されたものと判
断し、解約料金をお支払いいただくこととなります。この場合、開催当日、展示会場には小
間のご用意はございません。ご了承ください。

出品物の
搬入・搬出の日程
（予定）

搬入：2021年 11月2日（火） 14:00～18:00
搬出：2021年 11月5日（金） 展示会 終了後
※搬入出の日程は予定ですので、必ず出展確認書をご覧ください。

株式会社エー・イー企画

申込み・
問合せ先

担当 ：

田中

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4
Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479
E-mail（第94回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_jbs2021@aeplan.co.jp
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附設展示会募集要項 ②
◆小間タイプと小間料金
申込締切日：申込期限 2021年7月30日(金)
※募集小間数に達した場合、申込締切日前でも受付終了させていただきます。

募集小間数：80小間
●Aタイプ

●Bタイプ

小間料金 250,000円（消費税別）/小間

募集対象：

小間料金 50,000円（消費税別）/小間

募集対象：

ライフサイエンスの研究等に必須の、機器類、試薬類、ディスポーザ
ブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシス

関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービスについては、Bタイプで

テム類、受託・解析等のサービス類、大学や研究施設等の紹介・募集、 募集いたします。
その他研究に携わるサービス類の出展を募集いたします。

●小間サイズ ： W2,000×D1,000×H2,400mm
(内寸W1,980×D990)

●小間サイズ ： W1,800×D900×H700mm
●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、社名板、イス1脚

●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、社名板、 照

（複数小間申込みの場合は異なります）

明器具（40W相当）、 イス1脚（複数小間申込みの場合は異なります）

●出品台は台上を白布、腰を青色系の布にて覆います。

●バック・ソデパネルは、システムパネルを使用します。出品台は台

●展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。

上を白布、腰を青系色の布にて覆います。
●申込み時の小間位置（場所）の指定は、受付けできません。
グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい希望が
ある場合、申込み時「申込書の通信欄」に記入いただく等、申込
締切日までにご連絡ください。
●カーペットを敷く場合は、小間前奥行300mmです。また対面小間
の場合でも通路に敷くことはできません。
●Aタイプ展示申込社（代表社）には、参加証を 1枚提供します。但
し複数（2小間以上）お申込みでも、参加証は1枚です。この大会
参加証ではバイオインダストリー（ランチョン）セミナーには参
加できません。
●申込み1社（代表社）に、プログラム集1冊を提供します。
●展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。

● 電力を使用する場合は、申込みが必要です。
電力を必要とする場合は、展示申込フォームへご入力の上お申込みください。
電源仮設工事及び消費電力料金は出展者の負担となります。
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附設展示会募集要項 ③
● Cタイプ（アカデミックタイプ） ：小間料金 120,000円（消費税別）/小間
募集対象：

大学や公的機関の研究施設等が出展される場合は、アカデミックタイプで出展いただけます。
大学発ベンチャー企業も対象といたしますが、出展条件として大学名を併記します。
●小間サイズ ：
W2,000×D1,000×H2,400mm
(内寸W1,980×D990)
●セット内容 ：
出品台：1台（W1,800×D900×約H750mm）、
蛍光灯：1本（FL40W）、社名板：1枚（複数
小間申込みの場合は異なります）、イス：1脚
●バック・ソデパネルは、システムパネルを使
用します。出品台は台上を白布、腰を青系
色の布にて覆います。
●展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。
●申込み1社（代表社）に、プログラム集1冊を提供します。
●参加証を 1枚提供します。但し複数（2小間以上）お申込みでも、参加証は1枚です。
※この大会参加証ではバイオインダストリー（ランチョン）セミナーには参加できません。

※ アカデミックタイプの出展いただく展示会場の割当て、小間配置は、申込締切日後に大会側が
行います。また、出展者説明会は行いません。ご了承ください。
※ 協力・協同会社間等で小間の隣接を希望される場合は、申込書の「通信欄」に記載いただく等、
申込み締切日までにご連絡ください。
※ 小間の規格詳細については前ページ［Aタイプの小間規格詳細］に準じます。

● 電力を使用する場合は、申込みが必要です。
電力を必要とする場合は、展示申込フォームへご入力の上お申込みください。
電源仮設工事及び消費電力料金は出展者の負担となります。
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附設展示会募集要項 ④
◆出展の解約（キャンセル）について
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
2021年7月30日までに受領した場合…請求額（出展料金）の50％をお支払いください。
2021年7月30日以後に受領した場合…請求額（出展料金）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、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、大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、請求又は返金致します。

◆感染予防対策について
感染予防対策は、展示会事務局でも実施致しますが、貴ブース等での感染予防対策の実施をお願い致します。

◆小間の割当て
申込締切日後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割りした後「出展確認書」にて出展者へ
ご通知いたします。出展者説明会は行いません。ご了承ください。
※グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい場合などご希望がある場合は、申込フォームの「通
信欄」に記載いただく等、申込み締切日までにご連絡ください。

◆展示出品台の有無
基礎小間に既設出品台が付いております。床面に直接機器類を設置したい場合は、申込フォームに出品台不要の
小間数をご記入ください。

◆出品物の管理
各出品物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛失・火災・損傷など不可抗力に
よる出品物の損害に対し、事務局は補償など責任を一切負いませんのでご了承ください。

◆その他
開催当日の自社小間前以外（展示会場や講演会場となる建物内外）で、チラシ、カタログ、試供品などの配布行
為は禁止いたします。このような行為を行った場合に、会場内外で収拾が付かなくなりますのでご協力ください。
但し、次の場合は除きます。
・ランチョンセミナー共催者が発表当日の午前中に配布を行う場合（配布場所についてはランチョンセミナーの
ご案内を参照）。
・出展申込締切後に申し込まれた展示募集対象社で、組織委員会の認証を受けた企業等の宣伝（有償。配布場所
は大会事務局で指定する場所のみ）
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第 94 回日本生化学会 大会プログラム集広告掲載募集

※2020年 10月現在 予定

第94回日本生化学会大会で発行いたします「プログラム集」への広告掲載を募集します。
プログラム集は、日本生化学会の全会員と、非会員の大会参加者が購入され、発行部数は12,000部を
予定しております。ぜひ広告宣伝媒体としてご活用ください。

【概要】
発行部数

12,000部（予定）

発行日

2021年10月初旬

申込締切日

2021年7月23日

原稿締切日

2021年7月30日

版型サイズ

A5判 （天地 210mm×左右 148mm）

広告サイズ

1ページ（天地 180mm×左右 125mm
1/2ページ（天地 85mm×左右 125mm
ブリード（断ち落とし）広告：不可

入稿形態

・白黒 ・ カラー
・校正紙（出力見本）を添付
※完全データで入稿ください
※カラー広告はカラー出力の見本を添付
してください

※データ入稿形式：Adobe Illustrator (.ai)
1. FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。
2. 使用したOSとIllustratorのバージョンを明記してください。
3. 入稿後は添付いただく校正紙との比較確認を印刷会社が行いますので、色校正は
提出いたしません。予め、ご了承ください。

【広告掲載料金】
掲載場所

掲載料金
（消費税別）

表 4 4色 1頁

200,000円

表 3 4色 1頁

160,000円

表 2 4色 1頁

180,000円

後付 白黒1頁

80,000円

後付 白黒1/2頁

50,000円

後付 4色 1頁

140,000円

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

【お申込み先】

株式会社エー・イー企画 第94回日本生化学会大会 プログラム広告係
〒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 / FAX.03-3230-2479 / E-mail.adinfo@aeplan.co.jp
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第 94 回日本生化学会大会各種広告掲載募集 ①

※2020年 10月現在 予定

第94回日本生化学会大会では、次の各種広告掲載を募集いたします。
ぜひ広告宣伝媒体としてご活用ください。

バナー広告
申込締切日
料金

募集内容

募集数

入稿方法

2021年9月10日（金）

随時受付 ※募集枠数の10枠となり次第受付終了

100,000円（消費税別）/ 枠

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

第94回日本生化学会大会ホームページへのバナー広告掲載を募集いたします。
HPデザインやバナー掲載位置等の詳細は、デザインが確定し次第、ご案内いた
します。
最大10枠までの受付
1社で複数枠のお申込みも可能です。ご検討ください。
掲載サイズ ：お問い合わせください
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をご記載下さい。
掲載画像等を変更される場合は、初回入稿時を含み2回まで。

動画バナー広告
申込締切日
料金
募集数
入稿方法

2021年9月10日（金） 随時受付

※募集枠数の5枠となり次第受付終了

150,000円（消費税別）/ 枠

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

最大5枠までの受付（1枠10秒）
掲載サイズ ：お問い合わせください
入稿形態
：動画形式：mp4
※送付時に、併せてバナー広告のリンク先URLをご記載下さい
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第 94 回日本生化学会大会各種広告掲載募集 ②
スクリーン広告
申込締切日
料金

2021年 7月30日（金）（予定）

100,000円（消費税別）/ 枠

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

募集内容

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、貴社の
PR画像を投影（スクリーン広告）する企業様を募集しております。PR画像は
会期中のすべての日程で投影いたします。

募集枠数

10 枠（1枠：60秒）程度 を上限に募集いたします。
1社で、複数枠のお申込みも可能です。ご検討ください。
※申込企業様にはPR用の画像データをご用意ください

データ作成
要項

投影時間：1枠 60秒まで
使用OSとアプリケーション
OSはWindows 7以上、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（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。
使用フォント
下記以外のフォントを利用する際は、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

英語フォント

【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Ver】
細明朝、中ゴシック/平成明朝、平成角ゴシック 、Osaka
Times, Times New Roman, Helvetica, Arial, Symbol

抽選会スポンサー
申込締切日

2021年7月30日（金）（予定）

料金

100,000円（消費税別）/ 枠

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

募集内容

展示会場で行う抽選会のスポンサーを募集いたします。
提供者看板（大会制作）を抽選ブースへ設置するほか、貴社ノベルティまたは
チラシを抽選ブースに設置いただけます。
景品を提供していただき、「㈱○○賞」等、冠賞を設定することも可能です
（抽選ブースで景品を直接お渡しするほか、当選者に引換券をお渡しし、貴社
ブースに誘導するパターンも可能です）。

募集枠数

10 枠
22

シンポジウム協賛プレゼンテーション 募集

※2020年 10月現在 予定

第94回日本生化学会大会では、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で、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。
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。

参加資格

第94回日本生化学会大会出展社またはランチョンセミナー共催者に限らせて
いただきます。

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分です。
• シンポジウムの指定は先着順となります。
• お申込みの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。
• 1社で複数のシンポジウムへのお申込みも可能です。

参加費

申込締切

100,000円（消費税別）/ シンポジウム

※お申込後のキャンセルポリシーについては、展示会募集要項をご参照ください。

2021年7月30日（金）

※シンポジウムの詳細は、大会HPにて公開いたします。
https://www2.aeplan.co.jp/jbs2021/
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第 94 回日本生化学会大会 募金要項
1) 募金の名称

第94回日本生化学会大会開催寄付金

2) 募金目標額

11,300,000円

3) 募金の対象先

日本製薬団体連合会、旅行会社、各種財団、各種企業

4) 募金期間

2020年11月3日（火）から2021年11月3日（水）まで

5) 寄付金の用途

2021年11月3日（水）～5日（金）の3日間、パシフィコ横浜ノースに
おいて開催される第94回日本生化学会大会の準備、運営および関連諸行
事等の費用に充当させていただきます。

6) 税法上の取扱い

免税処置はありません。

7) 情報公開の同意

貴社が定める「企業活動と関連団体の関係の透明性ガイドライン・指
針」に従い寄付金額と支払先を貴社ホームページ等で公開することに同
意します。

8) お問合せ

第94回日本生化学会大会展示会事務局
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4
Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479
E-mail（第94回日本生化学会大会附設展示会専用）:
e_jbs2021@aeplan.co.jp
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