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オンライン開催　協賛御案内書
展示会・ランチタイムセミナー・各種広告 等 

主 催 ： 公益社団法人法人日本栄養・食糧学会

協賛関係お問合せ 

会頭

加藤　久典(東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授)

株式会社エー・イー企画 

101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 一ツ橋別館4F　　電話. 03-3230-2744（代表）

会期：2021年　6月5日（土）　総会のみ
　　　　2021年　7月3日（土）
　　　　2021年　7月4日（日）　

主会場：オンライン開催

E-mail（協賛関係専用）：ejsnfs75@aeplan.co.jp



会頭挨拶 

　謹啓　貴社におかれましては時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　公益社団法人日本栄養・食糧学会は、栄養科学及び食糧化学の基礎及び応用研究の進歩普

及を図るとともに、同分野の情報を社会へ提供し、もって科学、技術、文化の発展と人類の健康・

福祉の向上に寄与することを目的として設立された学会です。

　この目的のために、毎年大会会頭のもと年次大会を開催しておりますが、2021年は第22回国

際栄養学会議（IUNS-ICN）を本学会等が主催で開催することが決まっていたため、令和3年の第

75回大会は規模を縮小して開催する予定でした。しかし新型コロナウイルス感染症拡大のた

め、IUNS-ICNを2022年12月6日～11日に延期することが決まりました。　それに伴い、第75回大

会を例年に近い規模でオンライン開催することとなりました。

　準備の時間が限られているなかでしたが、特別講演、シンポジウム、一般演題、受賞講演、企

業展示、書籍展示、ランチタイムセミナーなど、例年の大会に近い内容を盛り込むこととなりまし

た。そうした準備がぎりぎり間に合う日程ということで、例年よりひと月あまり遅めの7月3日（土）～4

日（日）を大会日程としました。

　昨年9月には第74回大会の一部の内容をウェブ開催しましたが、一般講演では活発なディス

カッションがあり、工夫次第でオンライン開催でも充実した議論ができることを確認しております。

本年の大会では約1,000名の参加が見込まれています。

　つきましては、今回の大会が実りあるものとなりますよう、是非とも本会へのご協賛をご検討いた

だきたくお願い申し上げます。諸般事情の厳しい時期ではございますが、本学会の趣旨に深い

ご理解を賜りまして、何卒ご協賛を賜りたく謹んでお願い申し上げます。

　末筆となりましたが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

 謹白

2021年2月吉日

第75回日本栄養・食糧学会大会　　　

会頭　加藤久典

 （東京大学大学院農学生命科学研究科　特任教授）



開催概要

名称　　第75回日本栄養・食糧学会大会

75th Annual Meeting of Japan Society of Nutrition and Food Science

会頭　　加藤 久典（東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授）

期間　　2021年 6月 5日（土） 総会のみ　　2021年　 7月 3日（土） 4日（日 ）

主会場　　オンライン開催

予定参加者数　　1,300名（プログラム集は学会員並びに非会員参加者向けに3500部発行）

主催　　公益社団法人 日本栄養・食糧学会 



協賛メニュー 一覧

01. オンライン展示会
大会オンライン展示会への出展を募集します。

◆展示会期
◆展示費用

2021 年 7月 3日～ 4日 
Confit利用
 ※：Confitの出展企業ページにZOOMや動画等へのリンク。　　
ライブ、オンデマンドどちらでも対応。
オンデマンドの場合は事前にデータをお送りください。機器・試
薬出展費用：100,000円　(消費税別）
書籍・出版出展費用：  10,000円　(消費税別）
プログラム集1冊提供

◆申込締切日 ： 2021 年 5 月 20日（予定）

02. ランチタイムセミナー

大会の昼の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。

2021 年 7 月 3 日～4日 各日昼の時間帯（50 分） 
※日毎 並行開催（1日3枠）

申込書に必要事項をご記入の上お申し込みください。申込締切　2021年　5月10日（予定）

◆開催日程

◆申込方法

◆共催費

共催費－ 150,000 円/1 枠　(消費税別）

『発表日のご希望』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。 

募集要項を合わせてごらんください。

出展社一覧(左画像）の社
名をクリックすると右画像の
出展者情報ページが表示さ
れます。出展者情報の冒頭
（約150字）が出展者一覧に
表示されます。

出展者情報はロゴマークを
掲載。また字数制限はあり
ませんが、システム上テキ
ストのみの掲載となります。
右赤枠内は企業情報となり
ます。



◆企画内容

◆共催費
シンポジウムは複数のお申込みも可能です。(事前にデータをお送りください。）

紹介内容を、申込時にご提出ください。  80,000 円/1 枠　(消費税別）

◆申込締切日 2021年  5月31日（予定）

04. 大会HPバナー広告

◆募集数

◆仕様

◆共催費

5枠(予定）

縦80ピクセル×横160ピクセル 

100,000 円/1 枠　(消費税別） 

◆申込締切日 2021 年 6 月 5日（予定）

05. プログラム集広告

プログラム集(A4版）は、学会員並びに非会員参加者向けに3,500部発行。

◆掲載料金 表4（裏表紙） カラー 1 ページ 

表2（表紙裏）　  モノクロ    1 ページ

表3（裏表紙裏） モノクロ    1 ページ

後付 モノクロ    1 ページ

後付 モノクロ    1/2ページ

後付 モノクロ    1/4ページ

250,000 円　(消費税別）

180,000 円　(消費税別）

160,000 円　(消費税別）

  80,000 円　(消費税別）

  45,000 円　(消費税別）

  23,000 円　(消費税別）

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。 

03. シンポジウム開始前・後広告

ご希望の各シンポジウム開始前または後に1分間の企業広告募集します。

◆申込締切日 2021 年  4月 28日（予定）

◆原稿締切日 2021 年  5月 10日（予定）

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）

◆原稿サイズ    1ページ　　　天地260mm×左右170mm 
1/2ページ　　　天地125mm×左右170mm　
1/4ページ　　  天地125mm×左右80mm



キャンセルポリシー

申込みの際は下記ポリシーにご同意いただいたうえでお申込みください。

申込み受理後は、実行委員会が不可抗力と認めた事故以外は原則解約することはで
きません。実行委員会が解約を認めた場合でも、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
申し込み締切日以前に受領した場合…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、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、大
会および展示会等の開催を変更・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を決定した場合に
は、主催は協賛各社に対し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除いた金額
を算出し、ご返金致します。



第75回日本栄養・食糧学会大会 協賛申込様式 送信先 ： E-mail. ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 

展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

様式 00
協賛申込書 

全社提出 

各種協賛をお申込みの際は、必ずこの申込書にご記入・ご入力ください。 

協賛メニューの詳細申込書（様式 01-05）も併せてご提出ください。 

記入日：     月 日 

申込社・団体 
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.

代表責任者 氏名 

所属 

ホームページURL.

01から05までの合計金額

合計金額　 　￥　



第75回日本栄養・食糧学会大会  協賛申込様式 送信先 ： E-mail. ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 
展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

様式 01 オンライン展示会 詳細申込書 

記入日：     月 日 
様式 00 でご記入の「申込社・団体」名称をご記入ください 

申込社・団体 
日本名 
or英名 

申込枠数： 小間 

1展示会 大会ホームページ等で表記掲載する名称が、上記「申込社・団体」と異なる場合はご記入ください。また、日本名と英

名を併せてご記入ください。

表記名称 
日本名 

英名 

２．請求関係、その他、ご相談事等あればご記入ください。

料金　　　　　　　　　　　　　　



第75回日本栄養・食糧学会大会  協賛申込様式 送信先 ： E-mail. ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 
展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

様式 02 ランチタイムセミナーセミナー 詳細申込書 

記入日：     月 日 

様式 00 でご記入の「申込社・団体」名称をご記入ください 

申込社・団体 
日本名 

or英名 

1大会ホームページ等で表記掲載する名称が、上記「申込社・団体」と異なる場合はご記入ください。また、日本名と英名を

併せてご記入ください。

表記名称 

日本名 

英名 

2．発表希望日がございましたらご記入ください。希望日の優先は申し込み順です。

発表希望日 ・・・  第一希望日： 月 日 第二希望日：     月 日 

3．講演概要 発表される講演内容や講演者がお決まりでしたらお知らせください。

※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。

※演題が確定しない場合でも、まずは申込書をお送りください。

※申込が社内事情等で遅れる場合は、ご一報ください。

4．請求関係、その他、ご相談事等あればご記入ください。

申込枠数　　　　　　　　　　枠　　　　　　　　　　料金　　　　　　　　　　　　　　　　　



第75回日本栄養・食糧学会大会  協賛申込様式 送信先 ： E-mail. <ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 
展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

様式 03 シンポジウム開始前後 動画広告 詳細申込書 

記入日：     月 日 

様式 00 でご記入の「申込社・団体」名称をご記入ください 

申込社・団体 
日本名 

or英名 

1.ご希望のシンポジウム名と前、後の希望をご記入ください。

2．広告内容を、ご記入ください。

申込枠数　　　　　　　　　　　　枠　　　　　　　　料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第75回日本栄養・食糧学会大会  協賛申込様式 送信先 ： E-mail. ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 
展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

記入日：     月 日 

様式 00 でご記入の「申込社・団体」名称をご記入ください 

申込社・団体 
日本名 

or英名 

1．請求関係、その他、ご相談事等あればご記入ください。

様式 04 大会HPバナー広告 詳細申込書 

申込枠数　　　　　　　　　枠　　　　　　　　料金　　　　　　　　　　　　　　



第75回日本栄養・食糧学会大会  協賛申込様式 送信先 ： E-mail. ejsnfs75@aeplan.co.jp ／ FAX. 03-3230-2479 
展示会事務局 ㈱エー・イー企画 TEL．03-3230-2744 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No: 

記入日：     月 日 

様式 00 でご記入の「申込社・団体」名称をご記入ください 

申込社・団体 
日本名 

or英名 

様式 05 プログラム集広告 詳細申込書 

請求関係、その他、ご相談事等あればご記入ください。

 □    表4（裏表紙）      カラー      1 ページ       250,000 円　(消費税別）

 □　  表2（表紙裏）      モノクロ    1 ページ      180,000 円　(消費税別）

 □    表3（裏表紙裏）   モノクロ    1 ページ      160,000 円　(消費税別）

 □    後付                  モノクロ    1 ページ　     80,000 円　(消費税別）

 □    後付                  モノクロ    1/2ページ     45,000 円　(消費税別）

 □    後付   　　　　　　　モノクロ    1/4ページ　   23,000 円　(消費税別）

◆原稿サイズ　　　 
1ページ　　　 天地260mm×左右170mm
1/2ページ　　天地125mm×左右170mm
1/4ページ　　天地125mm×左右　80mm

該当箇所□をチェックしてください。

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）
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