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日本最大級のライフサイエンス系学会

第42回日本分子生物学会年会出展社数
※43回年会はオンライン開催

第42回日本分子生物学会年会参加者数

第42回日本分子生物学会年会ポスター演題

（Late-breaking abstract含む）

：205社, 304小間
：7,129名
：3,852題

過去データ

細胞の構造と機能

分子・複合体の機能

11%

15%

17%

14%

29%

12%

1%
1%

分子構造・生命情報

発生・再生

高次生命現象・疾患

方法論・技術

生態
その他

ゲノム・遺伝子・核酸, タンパク質,
糖・脂質・代謝産物, オミクス, 分
子進化

DNA複製, 組換え・変異・修復,
エピジェネティックス , 転写 ,
RNA・RNP , 翻訳

染色体・核内構造体, 細胞質オルガネラ,
細胞接着・細胞運動・細胞外基質, タン
パク質プロセッシング・輸送・局在化,
生体膜・細胞骨格, 細胞増殖・分裂・周
期, シグナル伝達(翻訳後修飾), シグナル
伝達（生理活性物質）, 細胞死

初期発生, 器官・形態形成・再生,
幹細胞, 細胞分化, 生殖

脳・神経系（神経発生, 行
動, 構造, 疾患）, 免疫, 感
染, 老化, がん細胞, がん組
織, がん治療, 代謝, 遺伝性
疾患, 植物

核酸工学・ゲノム編集, タンパ
ク質工学, 細胞工学・発生工学,
ケミカルバイオロジー, 病因解
析・診断, バイオインフォマ
ティクス, イメージング, ラボ
オートメーション・ロボティ
クス

第42回日本分子生物学会年会分類別一般演題内訳
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第44回年会の魅力

スタンプラリー

展示
スポンサーシップ

豊富な
オンライン
協賛メニュー

展示会集客、リード獲得の改善

小間位置優先権など
付加価値を高めた
協賛メニュー

現地にお越しいただけない
協賛社への協賛メニュー
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展示会集客、リード獲得の改善（スタンプラリー改善）

名刺カード⇒
スタンプラリー券に変更

スタンプラリー台紙

参加証とスタンプラリー台紙
を一体型にします！

スタンプラリー協賛
広告枠スペース

これまで展示会集客やリード獲得のために実施していたスタンプラリーを改善いたします！
出展者―参加者との情報交換ツールで使っていた「名刺カード」ですが、スタンプラリーで
使用されていることに気が付かない方も多かったようす。

そこで「名刺カード」を「スタンプラリー券」と名称を一新し、また「どこに置いてあるか
分からない」というお声があった「スタンプラリー台紙」を参加証につけることで、スタンプ
ラリーに参加しやすい環境を作りました。また事前参加者のみ対象だった「名刺カード」を当
日参加者も対象とし、全員がスタンプラリーに参加することが可能になりました。
また集客率を高めるため、魅力的なスタンプラリー景品を用意する予定です。是非、ご出展く

ださい！！
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第43回年会で実施した展示スポンサーシップをオンサイトでも企画しました。

複数ブースをご出展頂いている出展者様を対象に小間位置優先権など付加価値を高めた
協賛メニューとなっております。

新企画！展示スポンサーシップ

新規！協賛メニュー

オンラインランチテクニカルセミナー、講演前後協賛プレゼンテーション、e-mailショッ
トサービスなど新たな協賛メニューをご用意いたしました。出張制限下で現地で出展協賛
やセミナー共催を見合わせる方は、是非、ご検討ください。

Bioinfomatics Protein Marker Inhibitor
人工知能 フローサイトメータ 研究開発
臨床試験 微量分光光度計 エピジェネティクス
創薬ソフトウェア 超解像STED AI画像解析
研究用試薬 電気泳動 Illumination
大規模ゲノムデータ バイオイメージング 超低温フリーザー
遺伝子改変マウス 実験の高速・効率化 遺伝子導入
QuickGene ウェスタン 1細胞ピック
NGS受託解析 代謝、老化、脂肪滴 機器管理
遺伝子・動物実験 創薬研究 細胞培養基質
凍結保存用品 in vivoイメージャ 顕微鏡タイムラプス
ゲノム編集 3D培養/共培養 シングルセル解析
抗体・キット 分子生物学実験 Protein
タンパク質立体構造 透明化試薬 メンブレン各種
シングルセル エクソソーム ポリマー合成
光学フィルター 核酸抽出・精製 博士人材の採用支援
電気泳動装置 組換えタンパク質 培地製造開発受託
細胞解析 プレートリーダー バイオ・製薬
液体窒素保存容器 ライトシート顕微鏡 NGS
核酸抽出/定量 遺伝子の発現解析 ライブセル
細胞培養液分析 低酸素培養 蛍光イメージング
細胞培養用関連製品 RNA干渉(siRNA) Transfection
ウイルス・ファージ マイクロアレイ オルガノイド

LabSecretary 光音響顕微鏡

デジタルDNAチップ解析システム ELISAリーダー、キット

遺伝情報処理ソフトウェア 減菌済ディスポーザブル試薬リザーバー

ピペット点検キャリプレーション インテリミキサー

ゲノム編集サービス 培養細胞モニタリングシステム

創薬アプリケーション ウエスタン自動反応装置

シングルセル解析ソフトウェア 細胞内代謝試薬

３D培養 分子間相互作用装置

ノックアウトマウス提供サービス 細胞ピッキングイメージングシステム

無菌ラット アテロコラーゲン

顕微鏡用カメラ ライブセルイメージ

ビーズ破砕機 組織透明化試薬

倒立型共焦点レーザー走査型顕微鏡 蛋白質構造解析ソフト

電顕受託サービス 卓上遠心機

ピペット ライトシート顕微鏡

リアルタイムＰＣＲ 低酸素培養器

キャピラリー電気泳動システム 自動培地交換機

生細胞代謝アッセイキット マイクロ流路セルソーター

ロングリードシーケンサー オミックス受託解析

全自動核酸抽出装置 HTS化合物ライブラリー

シングルセル解析装置 リクルート

大型液体窒素凍結保存容器 海洋モニタリング

主な出展製品・サービス <過去年会独自調査> 主な出展製品・サービス <過去年会独自調査>
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ご挨拶（年会ホームページより）

第44回日本分子生物学会（MBSJ）年会は、３年ぶり、横浜パシフィコでの
開催です。横浜パシフィコはMBSJ年会の主会場の一つであり、老若男女を問わ
ず多くのMBSJ会員にとって何気に“人知れず心待ちにする久方ぶりの帰省”のよ
うな感じなのではないかと察します。最初の横浜年会は22年前、1998年に開
催されました（第21回年会：吉田光昭年会長）。キャッチフレーズは「時代を
先取りした“みなと”横浜での年会」。成長期真っ只中のMBSJに新しい息吹をも
たらそうという気鋭、未来を見つめるポジティブな視点が感じられます。その
後は、神戸や福岡を挟みつつ数年おきに開催され、2021年の本年会はちょうど
10回目に相当します。これは学会として一つの大きな節目であり、特別な年会
ともいえるでしょう。さて、ここで会員の皆様へアナウンスがあります。実は、
第44回年会はMBSJの「最後の横浜年会」となります（正確には余程の裏技を
使わない限りという限定付き。“余程の裏技”の正体は知る人ぞ知るといったと
ころでしょうか）。つまり、本年会は、特別な年会であることに変わりはあり
ませんが、その意味合いは変貌しました。このような特殊事情のもと、年会の
準備そして実施を仰せつかった組織委員の士気高揚は半端ありません。一方、
来年12月であっても新型コロナ禍の影響は排除しきれないだろうという見解か
ら、悲願の完全オンサイト形式は諦めざるを得ない状況にあります。「窮即変、
変即通」。幸いにも、オンサイトを基軸としたオンライン-アドオン形式での開
催は、おぼろげながら見通せる様になってきました。“未発表データをもとに熱
く議論する”という基本理念を守りつつ「MBSJ FES 2021 in Yokohama」と密
かに銘打ち、これまで以上に活気に満ちた、実りのあるcommemorativeな年
会になることを願っています。皆様の積極的な御参加、厚い御支援をよろしく
お願い申し上げます。

第44回日本分子生物学会年会年会長
塩見 美喜子

（東京大学大学院 理学系研究科）
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開催概要

名称 第44回日本分子生物学会年会

会期 2021年12月1日（水）～12月3日（金）（3日間）

会場 パシフィコ横浜（会議センター・展示ホール）

予定参加者数 7,000名

組織委員会

年会長 塩見美喜子 （東京大学）

組織委員長 小林 武彦 （東京大学）

プログラム委員長 胡桃坂仁志 （東京大学）

組織委員 東山 哲也 （東京大学 / 名古屋大学）

岩崎 由香 （慶應義塾大学）

プログラム委員会

プログラム委員長 胡桃坂仁志 （東京大学）
プログラム委員： 青木　 一洋　　　（基礎生物学研究所） 齊藤　 博英　　　（京都大学）

赤沼　 哲史　　　（早稲田大学） 佐藤　 俊朗　　　（慶應義塾大学）
石谷　　  太　　　（大阪大学） 佐藤美由紀　　　（群馬大学）
伊藤　 拓宏　　　（理化学研究所） 清水　 厚志　　　（岩手医科大学）
伊藤　 俊樹　　　（神戸大学） 志村　 ま  り　　　（国立国際医療研究センター）
井上　　  梓　　　（理化学研究所） 杉本　 慶子　　　（理化学研究所）
岩崎信太郎　　　（理化学研究所） 鈴木　　  匡　　　（理化学研究所）
岩崎　 秀雄　　　（早稲田大学） 高橋　 暁子　　　（がん研究会）
岩崎　　  渉　　　（東京大学） 高橋　 達郎　　　（九州大学）
大川　 恭行　　　（九州大学） 竹内　　  理　　　（京都大学）
大谷美沙都　　　（東京大学） 田代　　  聡　　　（広島大学）
奥山　 輝大　　　（東京大学） 田中　 耕三　　　（東北大学）
岸　　  雄介　　　（東京大学） 西増　 弘志　　　（東京大学）
金　　  倫基　　　（慶應義塾大学） 西山　 朋子　　　（名古屋大学）
木村　　  暁　　　（国立遺伝学研究所） 久本　 直毅　　　（名古屋大学）
粂　　  昭苑　　　（東京工業大学） 菱田　　  卓　　　（学習院大学）
倉永　 里奈　　　（東北大学） 廣瀬　 哲郎　　　（大阪大学）
黒田　 真也　　　（東京大学） 広田　　  亨　　　（がん研究会）
見學美根子　　　（京都大学） 山縣　 一夫　　　（近畿大学）
齋藤　 成昭　　　（久留米大学） 山口　 雄輝　　　（東京工業大学）
斉藤　 典子　　　（がん研究会）
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第44回日本分子生物学会年会 日程表（予定）
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シンポジウム

テーマ 2 発生・生殖

合成発生学：発生研究のボトムアップアプローチ
Synthetic Embryology - Bottom-up approaches to study human & animal development

オーガナイザー： 斎藤 通紀（京都大学）、Cantas Alev（京都大学）

テーマ 3 生物情報・技術・システム

Technology, genomics, computational biology approach towards ncRNA functions

オーガナイザー： Piero Carninci（RIKEN Center for Integrative Medical Sciences）

テーマ 4 老化

生命の連続性と老化
Continuity of the Life and Aging

オーガナイザー： 小林 武彦（東京大学）、高橋 暁子（がん研究所）

テーマ 5 多様性

生物多様性による生物学の展開
Biodiversity for Exciting Discoveries
オーガナイザー：東山 哲也（東京大学 / 名古屋大学）

テーマ 6 クロマチン・エピジェネティクス

RNAによる核内構造体とクロマチンの制御
RNA in Nuclear Architecture and Chromatin Organization
オーガナイザー： 胡桃坂 仁志（東京大学）、岩崎 由香（慶應義塾大学）

指定シンポジウム（全6テーマ）

公募シンポジウム（最大18テーマ）
公募ワークショップ（最大101テーマ）
詳細は年会ホームページをご確認ください。

テーマ 1 時計・睡眠

オーガナイザー：柳沢 正史（筑波大学）

睡眠・冬眠研究の最前線
Frontiers in Sleep and Hibernation Research
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収支予算計画

費目 予算 備考

（1）参加費
事前･当日 参加費 46,585,000 一般会員・学生会員・非会員

（2）補助金 5,000,000 学会本部補助金

（3）共催セミナー収入 11,000,000 バイオテクノロジー（ランチョン）
セミナー10枠想定

（4）展示会収入 120,190,400
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

（5）広告収入 4,543,000 ホームページバナー広告掲載等

（6）寄付金 5,500,000 日本製薬団体連合会、助成金、プログ
ラム集販売他

計 194,774,400

（1）収入の部

費目 予算 備考

（1）会議準備費 41,152,789 印刷・製作、通信･運搬費等

（2）会議当日費 152,517,757 会場費、付帯設備、機材・設営、展示
全般、スタッフ、諸経費 等

（3）事後処理費 1,103,854 会計監査、税理・会計事務経費、業務
委託費、その他諸経費等

計 194,774,400

（2）支出の部

※2020年10月15日現在
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各種キャンセルポリシー

申込み受理後は、組織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。
組織委員会が解約を認めた場合でも、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、 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。

オンライン開催となった場合（予定）
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バイオテクノロジー（ランチョン）セミナー（事前予約制） P18参照

オンラインランチテクニカルセミナー（事前予約なし） P20参照

附設展示会 P22参照

講演前後協賛プレゼンテーション P30参照

協賛メニュー 目次 ※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

年会ホームページバナー広告 P31参照

スクリーン広告 P31参照

E-mailショット P32参照

スタンプラリー広告

カタログスタンド広告

その他協賛メニュー

はオンライン協賛対応メニュー

企業キャンペーンチラシ広告 P31参照

P16参照

P17参照

P17参照

オンライン展示会 P28参照

締め切りました。

締め切りました。
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協賛メニュー 一覧①

バイオテクノロジー（ランチョン）セミナー（事前予約制） P18参照

年会の昼食時間帯を利用して企業共催によるシアター形式のセミナーを募集します。

開催日程 2021年12月1日（水）～3日（金） 11：40 ～ 12：30（50分）

募集枠数 最大 18 枠

発表形式
（選択制）

オンサイト形式又はオンライン形式
オンライン形式を選択された場合は共催セミナーをオンライン上で行い、その内容を現
地会場スクリーン上に上映します。オンライン会議システムは主催者側で設定します。
お弁当・資料等は運営スタッフ（別途請求）が配布回収します。

共催費

〇展示会 出展 － 1,000,000円（税別）/1枠
〇展示会 非出展 － 1,200,000円（税別）/1枠
※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。

〇アカデミックタイプ - 700,000円（税別）/１枠 - 会場費、講演設備を含む
※大学や公的機関の研究施設、大学発ベンチャー等が主催の場合お申込みいただけます。

アカデミックタイプの共催費には昼食費（お弁当100個分）が含まれます。

『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7月9日 締め切りました。

オンラインランチテクニカルセミナー（当日先着順） P20参照

年会の昼食時間帯を利用して企業共催によるオンライン形式のセミナーを募集します。
出張制限下で現地での附設展示会を見合わせる方は、是非、ご検討ください。

※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

開催日程 2021年12月1日（水）～3日（金） （各社発表時間10分 4枠 ）

募集枠数

1日4 枠（3日合計：12枠）
1）11：40 ～ 11：50（10分）
2）11：50 ～ 12：00（10分）
3）12：00 ～ 12：10（10分）
4）12：10 ～ 12：20（10分）
※枠が埋まらない場合は講演順が繰り上げとなります。予めご了承ください。

発表形式
オンライン形式
共催セミナーをオンライン上で行い、その内容を現地会場スクリーン上に上映します。
オンライン会議システムは主催者側で設定します。
お弁当・資料等は運営スタッフ（別途請求）が配布回収します。

共催費

〇 250,000円（税別）/1枠
※共催費には昼食費は含まれておりません。
昼食代は共催者で負担して頂きます。ご了承ください。
お弁当の発注数量は席数に応じて事務局が一括発注いたします。
※アカデミックタイプでのお申込みはご遠慮ください。

『発表日・発表順ご希望』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7月9日 締め切りました。
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協賛メニュー 一覧②

附設展示会 P22参照

年会附設展示会への出展を募集します。

※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

開催日程 2021年12月1日（水）～3日（金） 10：00 ～ 17：00※最終日15：30（予定）

会 場 パシフィコ横浜 展示ホール

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
アカデミックタイプ ： 大学や公的機関の研究施設等。

申込締切日 1次締切日：2021年6月11日2次締切日：2021年7月16日
3次申込日：2021年10月28日

Aタイプ Bタイプ アカデミック

出展費用
（1小間/税込）

1次申込 355,000 120,000 200,000

2次申込 370,000 140,000 200,000

3次申込 390,500 132,000 220,000

年会参加証 〇 × ×

説明員用名札 5枚/1小間 5枚/1小間 5枚/1小間

オンライン展示会 P28参照

開催日程 2021年12月1日（水）～3日（金） 10：00 ～ 17：00※最終日15：30（予定）

会 場 年会専用プラットフォーム内

出展費用

募集対象 ： 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
関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービス
大学や公的機関の研究施設等。

現地、附設展示会に1，2次申込の場合は無償にてご提供させていただきます。
3次申込期間でのオンライン展示会申込はご遠慮ください。

申込締切日 2021年9月30日（予定）

出展費用 110,000

年会オンライン展示会への出展を募集します。



15

協賛メニュー 一覧③

各シンポジウム・ワークショップ開始前、又は終了後に、3分間又は1分間のプレゼンテーション
ができる「講演前後協賛プレゼンテーション」の参加を募集します。オンラインでもオンサイトで
もプレゼンテーションが可能になります。

※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

募集要項

1つのシンポジウム・ワークショップに対して1社限定で開始前もしくは終了後に、プレ
ゼンテーションを行うことができます。参加社は発表時間は3分又は1分となります。ま
た、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。シンポジウム・ワーク
ショップの指定は先着順となります。複数のシンポジウム・ワークショップへのお申込
みも可能です。シンポジウム・ワークショップ一覧は年会HPをご覧ください。

参加費 176,000円（税込）/1枠・シンポジウム・ワークショップ前 3分間
88,000円（税込）/1枠・シンポジウム・ワークショップ後 1分間

申込締切日 2021年9月27日

年会ホームページに掲載するバナー広告を募集します。

募集数 10 枠

掲載費 220,000円（税込）/枠

申込締切日 募集数 10 枠となり次第終了。

講演前後協賛プレゼンテーション P30参照

年会ホームページバナー広告 P31参照

企業キャンペーン広告掲載コーナー P31参照

年会ホームページに協賛企業のキャンペーン広告を掲載させていただきます。

募集数 50 枠

掲載費 88,000円（税込）/枠

申込締切日 募集数 50 枠となり次第終了。
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協賛メニュー 一覧④

スクリーン広告 P33参照

講演会場で投影するスクリーン広告を募集します。

E-mailショット P34参照

年会事前参加登録者にDMを使ったPRを募集します。

※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

募集数 20 枠（予定）

投影時間 1 枠 30秒

入稿データ MP4ファイル

掲載費 110,000円（税込）/枠 ※２枠目より88,000円（税込）/枠

申込締切日 2021年10月29日

スタンプラリー広告
参加証に印字されるスタンプラリー台紙への広告を募集します。
1枠限定：100,000円（税別）
広告サイズ等の詳細は申込後、事務局からご連絡いたします。

募集数 10 件

申込金額 110,000円（税込）/枠

申込締切日 2021年10月6日

スタンプラリー
台紙

スタンプラリー協賛広
告枠スペース



17

協賛メニュー 一覧④

カタログスタンド広告

展示会・各講演会場前にカタログスタンドの設置枠を提供します

その他協賛メニュー

※詳細については各協賛の募集要項をご覧ください。

⾃社PR、関心の高い参加者の各会場（講演／展示ブース）への誘導により、さらなる相乗効
果が期待できます。

協賛費 55,000円（税込）/1箇所設置につき

設置箇所は講演会場各会場前（全18会場）と展示場前（1か所）になります。（予定）
カタログスタンドは別途費用がかかります。
詳細は事務局までお問い合わせください。

面談コーナー

・展示会場内に面談ブースを設けます。
関連企業と研究者とのディスカッション、打ち合わせ等でご活用ください。
面談コーナー設置は別途費用がかかります。
詳細は展示会事務局までお問い合わせください。

ポスターボードチェスピン入れ紙コップスポンサー

・紙コップに企業広告をプリント＋しおりサイズのチラシ投入が可能。
・チラシにキャンペーン情報等を記載することでポスター発表者への幅広いPRとなります。

協賛費 55,000円（税込）/枠
※コップ・チラシ制作実費となります。
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バイオテクノロジー（ランチョン）セミナー募集要項①

バイオテクノロジーセミナーは、年会プログラムの一環としてセミナー申込者との共催にて開催されます。

日時

2020年12月1日・2日・3日11：40 ～ 12：30（50分）（予定）
発表時間： 50分（昼食時間帯を予定）
1日4～6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 パシフィコ横浜 会議センター：年会使用の各講演会場を利用します

参加資格 原則、附設展示会出展者。
※附設展示会出展者以外のお申し込みは共催費が異なります。

募集枠数 最大 18 枠

発表形式
（選択制）

お申込み者はオンサイト又はオンラインどちらかを選択することができます。
オンサイト形式 又は、オンライン形式
オンライン形式で選択された場合、共催セミナーをオンライン上で行い、その内容を現
地会場スクリーン上に上映します。オンライン会議システムは主催者側で設定します。
お弁当・資料等は運営スタッフ（別途請求）が配布回収します。
出張制限下で会場にお越しできない場合は是非活用ください。

共催費

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。
●展示会に出展する場合 …1,000,000円（税別）+ 別途 昼食費
●展示会に出展しない場合 …1,200,000円（税別）+ 別途 昼食費
※上記共催費には昼食費は含まれておりません。別途お申込みいただく必要がございます。

●アカデミックタイプ …700,000円（税別）昼食費を含む
※大学や公的機関の研究施設、大学発ベンチャー等が主催の場合お申込みいただけます。
アカデミックタイプの共催費には昼食費（お弁当100個分）が含まれます。

発表希望日などは、原則申込日順となります。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。
後日、セミナー内容を視聴プラットフォーム上で公開する場合は別料金がかかります。

申込方法
申込にあたり

年会サイト内申込フォームよりお申込みください。
1つのセミナー枠を複数社でお申込みいただくことも可能です。その際は展示会事務局ご
連絡ください。

申込締切日 2021年 7月9日 締め切りました。

申込先
第44回日本分子生物学会年会展示会事務局（株式会社エー・イー企画内）
Tel. 03-3230-2744
E-mail. e_21mbsj@aeplan.co.jp

セミナー整理券配布方法

事前予約制を検討中 （2021年 3月現在。運用上変更する場合があります。ご了承ください）
バイオテクノロジーセミナーのお弁当はセミナー整理券との引き換えといたします。
整理券の配布方法は決まり次第共催者の皆様へご連絡いたします。

※共催者の皆様へはバイオテクノロジーセミナー事前参加登録者の登録情報をご提供する予定
でございます。

mailto:e21mbsj@aeplan.co.jp
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バイオテクノロジー（ランチョン）セミナー募集要項②

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) 運営サポートスタッフ 2名：映像オペレーター、進行兼照明係
4) 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
5) 第44回日本分子生物学会年会参加証 ： 3枚

6) バイオテクノロジー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）を用意いたしま
す。（展示説明員の名札と別に用意いたします）

7) 1つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記5）～7）の配布物は、代表申込者に1セットお渡しいた
します。

＊ お願い：ご依頼される講演者が日本分子生物学会の会員である場合、講演者は通常の参加登録をお願い
申し上げます。

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。
オンラインを選択した場合は、会議ウェブシステムネット接続などの機材も追加になります。詳細は協賛事
務局までお問い合わせください。

2）運営スタッフ：セミナーお弁当配布要員、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いただき、事務局が一括発注いたします。

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ません。複数の共催者で共有となります。ご了承ください。
7）セミナー内容を視聴プラットフォーム上で公開する場合は別途150,000円（税別）になります。

（予定：1,300円：税別/1食・パックお茶付。請求は事務局より別途ご請求いたします）

共催費に含まれるもの

共催費に含まれないもの
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オンラインランチテクニカルセミナー募集要項①

オンラインランチテクニカルセミナーは、年会プログラムの一環としてセミナー申込者との共催にて開催されます。

日時

2021年12月1日・2日・3日11：40 ～ 12：20（40分）（予定）
発表時間： 10分（昼食時間帯を予定）/1枠
1日での並行開催はなし。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。

募集枠数

1セミナーにつき4 枠 席数100-130席予定
1）11：40 ～ 11：50（10分）
2）11：50 ～ 12：00（10分）
3）12：00 ～ 12：10（10分）
4）12：10 ～ 12：20（10分）
※枠が埋まらない場合は講演順が繰り上げとなる場合はございます。
予めご了承ください。

発表形式
オンライン形式
共催セミナーをオンライン上で行い、その内容を現地会場スクリーン上に上映します。
オンライン会議システムは主催者側で設定します。
お弁当・資料等は運営スタッフ（別途請求）が配布回収します。

共催費

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。
● 250,000円（税別）/1枠+ 別途 昼食費

※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。
昼食代は共催者で負担して頂きます。ご了承ください。
お弁当の発注数量は席数に応じて事務局が一括発注いたします。詳細は次頁のご確認ください。
※アカデミックタイプでのお申込みはご遠慮ください。

発表希望日、発表時間などは、原則申込日順となります。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。
後日、セミナー内容を視聴プラットフォーム上で公開する場合は別料金がかかります。

申込方法
申込にあたり 年会サイト内申込フォームよりお申込みください。

申込締切日 2021年7月9日 締め切りました。

申込先

第44回日本分子生物学会年会展示会事務局（株式会社エー・イー企画内）
〒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
E-mail. e_21mbsj@aeplan.co.jp

昼食配布方法

当日会場前にて先着順で配布予定です。
（2020年 11月現在。運用上変更する場合があります。ご了承ください）。

mailto:e21mbsj@aeplan.co.jp
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オンラインランチテクニカルセミナー募集要項②

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）
3) 運営サポートスタッフ 2名：映像オペレーター係
4) 備品：資料及び弁当配布テーブル等
5) 第44回日本分子生物学会年会参加証 ： 1アカウント

6) 1つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記5）～7）の配布物は、申込者ごとにに1セットお渡しい
たします。

＊ お願い：ご依頼される講演者が日本分子生物学会の会員である場合、講演者は通常の参加登録をお願い
申し上げます。

1) 上記基本機材以外の機材や撮影、録音、会議ウェブシステムネット接続（会場スクリーンに上映するた
め）設定等に関する機材は含まれておりません。詳細は協賛事務局までお問い合わせください。

2) 運営スタッフ：昼食配布要員、アナウンス係
3) 共催費には、昼食代は含まれておりません。昼食代は下記の割合で共催者に負担して頂きます。

なおお弁当の発注数量は席数に応じて事務局が一括発注いたします。
※感染予防対策として席数を減らす場合はそれに伴い昼食数も減らしますことをご了承ください。

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）セミナー内容を視聴プラットフォーム上で公開する場合は別途150,000円（税別）になります。

（予定：1,300円：税別/1食・パックお茶付。請求は事務局より別途ご請求いたします）
パターン1）共催者が4社の場合：お弁当代×発注数を4社で負担

発表順1番目）お弁当代×発注数を40%負担
発表順2番目）お弁当代×発注数を30%負担
発表順3番目）お弁当代×発注数を20%負担
発表順4番目）お弁当代×発注数を10%負担

パターン2）共催者が3社の場合：お弁当代×発注数を3社で負担
発表順1番目）お弁当代×発注数を50%負担
発表順2番目）お弁当代×発注数を30%負担
発表順3番目）お弁当代×発注数を20%負担

パターン3）共催者が2社の場合：お弁当代×発注数を50%ずつ負担
パターン4）共催者が1社の場合：お弁当代×発注数を1社のみで負担

※枠が埋まらない場合は繰り上げとなります。

共催費に含まれるもの

共催費に含まれないもの
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附設展示会募集要項①

ゴールド

シルバー

ブロンズ

最大320万円→

最大200万円→

最大120万円→

280万円

170万円

115万円

・展示：6 小間
・e-mailショット 600名程度 配信
・＜広告オプション＞から 3つ まで好きなものを選択

・無料特典1 展示（小間位置 最優先権）
・無料特典2 参加証送付封筒にスポンサーロゴ（モノクロ）

・展示：4 小間
・e-mailショット 200名程度 配信
・＜広告オプション＞から 2つ まで好きなものを選択

・無料特典1 展示（小間位置 優先権）

・展示：3 小間
・＜広告オプション＞から 1つ まで好きなものを選択

ランク

ランク

ランク

本年会では、3ランクのスポンサーシップを設定しました。

出展にあたり

1）年会HPバナー広告（10万円）※通常20万円
2）スクリーン広告（10万円）
3）講演前協賛プレゼン（10万円）※通常16万円
4）講演後協賛プレゼン（6万円）※通常8万円

※旧協賛名：シンポジウム前協賛プレゼンテーション

広告オプション
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附設展示会募集要項②

会期

2021年12月1日 ～ 12月3日（3日間）
12月1日（水）10:00 ～ 17:00（予定）
12月2日（木）10:00 ～ 17:00（予定）
12月3日（金）10:00 ～ 15:30（予定）

会場 パシフィコ横浜 展示ホール ※附設展示会場はポスター発表会場と同会場

募集対象

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。

申込方法

申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。

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、展示会事務局（e_21mbsj@aeplan.co.jp）に
ご連絡ください。

申込締切日

1次申込期限 2021年6月11日(金) Aタイプ 355,000円（税別）
Bタイプ 120,000円（税別）

2次申込期限 2021年7月16日(金) Aタイプ 370,000円（税別）
Bタイプ 140,000円（税別）

3次申込期限 2021年10月28日(木) Aタイプ 390,500円（税込）
Bタイプ 132,000円（税込）

予定小間数となり次第、申込締切日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。3次申込期間ではオンライン展示の無償提供、レンタル品の選択を
制限させていただきます。

申込の受理

原則、申込先（株式会社エー・イー企画）に届いた時点を正式な申込日とさせていただ
きます。但し、募集対象外の企業等から申込みが来た場合は、組織委員会と相談の上、
出展の有無を決定します。
・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。

振込期日

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。

※出展料金をご請求後、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も、出展は解約されたものと判
断いたしますが、解約料金をお支払いいただくこととなります。なお、この場合開催当
日の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。

申込み・
問合せ先

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
Tel. 03-3230-2744
E-mail. （第44回日本分子生物学会年会展示会事務局）: e_21mbsj@aeplan.co.jp

mailto:e21mbsj@aeplan.co.jp
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附設展示会募集要項③

展示会出展者は発表演題要旨をオンライン上にて確認することができます
 オンライン演題要旨閲覧システムIDのご提供。
 オンライン演題要旨閲覧システムの利用を予定しています。

附設展示会にご出展いただきますと、上記システムの法人アカウントをご提供いたします。
IDの発行は、上記システムのオープン後、個別にご連絡いたします。

参加証提供
 Aタイプの展示申込者（代表社）には、年会参加証を 1 枚提供いたします。
 Aタイプを複数（2小間以上）お申込みいただきましても参加証 1 枚1 冊となります。
 Bタイプ、アカデミックタイプでのお申込みの場合は参加証のご提供はございません。

その他出展に関する注意事項

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故以外は原則解約することはできません。解約が認められた
場合、出展の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いただきます。

※解約料金
2021年7月17日までに解約書を受領した場合…請求額の50％の金額をお支払いいただきます。
2021年7月18日以後に解約書を受領した場合…請求額の全額をお支払いいただきます。

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。

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。出品台が不要の場合は、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て、事務局は補償などの責任は一切負いませんのでご了承ください。

※当展示会は、学会附設の展示会で年会参加者以外の入場はできません。無料招待状などはございません。
※展示会見学用に見学証を会期当日に販売する予定です。

搬入日、搬出日
搬入：2021年11月30日 14:00～18:00
搬出：2021年12月3日 17:00より
※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。出
展確認書は会期2か月前から一か月半ほど前にお送りします。

レンタル品

「出展確認書」と合わせてレンタル品のご案内します。但し3次申込期間でお申込み頂いた場合はレンタル品
は「電力」「カタログスタンド」「スポットライト（白熱・LED）」のみに限定させていただきます。
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附設展示会募集要項④

小間タイプと小間料金

●Aタイプ 1次申込料金 355,000円（税別）/小間
2次申込料金 370,000円（税別）/小間
3次申込料金 390,500円（税込）/小間

●Bタイプ 1次申込料金 120,000円（税別）/小間
2次申込料金 140,000円（税別）/小間
3次申込料金 132,000円（税込）/小間

募集対象： 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、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。

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
プで募集いたします。

●小間サイズ ： W1,980×D1,980×H2,500
●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、社名板、
照明器具（40W相当）、 イス1脚（4小間申込みの場合は2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。

●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、必ず相互に承諾のもと「申込通信欄」に記入いた
だく等、申込締切日までにご連絡ください。
また、対面小間（6小間以上の申込みに限ります）や島小間（3
方開放は4小間以上の申込みに限ります）をご検討の際にはご連
絡ください。

●カーペットを敷く場合は、小間内サイズを超えて敷くことはでき
ません。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。

◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。

●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（4小間申込みの場合は2脚）

●出品台は台上を白布、腰を青色系の布にて覆います。

◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。

● 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。

申込締切日：1次申込期限 2021年6月11日(金) 締め切りました。
2次申込期限 2021年7月16日(金) 締め切りました。
3次申込期限 2021年10月28日（木）

募集小間数：320小間



26

附設展示会募集要項④

●アカデミックタイプ：小間料金 220,000円（税込）/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、
出展条件としまして大学名を併記します。

● 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。

 小間サイズ ： W1,980×D1,980×H2,500
 セット内容 ： 出品台：1台（W1,800×D900×約H700mm）、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。

※ 参加証の提供はございません。ご了承ください。
※ 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

後に年会側が行います。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次ページ［Aタイプの小間規格詳細］に準じます。

Aタイプ小間（基礎小間配置イメージ）
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附設展示会募集要項⑤

ご注意と禁止事項

附設展示会 ご注意と禁止事項
第44回日本分子生物学会年会附設展示会では以下の「ご注意と禁止事項」を設定し
ております。
皆さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。

 自社ブースにてマイク・スピーカーを使用したブース内プレゼンテーションは禁止とさ
せていただきます。但し、マイク・スピーカーを使用しないブース内プレゼンテーショ
ンは、その限りではありません。プレゼンテーションを行う際には、周りの出展者及び
参加者のご迷惑とならないよう十分にご注意ください

 ⾃社ブース内に設置されるモニタ等を利用して、製品等の紹介を音声付動画・静止画に
て映写することは禁止事項に該当しません。映写を行う際には、周りの出展者及び参加
者のご迷惑とならないようご注意ください。

 ⾃社ブースにて抽選会、サンプル配布等を行う際には、通路を塞がないように、また周
りの出展者及び参加者のご迷惑とならないようご注意ください。

 チラシ等の配布について
パシフィコ横浜の「施設屋外」での配布は、会場より禁止事項とされております。

1）附設展示会出展者：

3）配布する際には、周りの出展者、参加者にご注意ください。

⾃社ブース前で配布をお願いします。⾃社ブース以外でのチラシ、サンプル等の配布
は禁止とさせていただきます。

2）バイオテクノロジーセミナー共催者：
発表日当日の午前中に展示会場及び会議センターの屋内。但し、エスカレータ乗降口
付近での配布はご注意ください。配布することができるチラシ等には必ず、バイオテ
クノロジーセミナーのご案内を記載してください。
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オンライン展示会募集要項①

※画像は開発中のものです

実装機能

・PDFの掲載
・動画の掲載
・紹介文掲載
上記の3点は会期中でも出展担当者が編集可能。容量制限はございません。但しPDFと動画は
掲載位置が固定となります。
・ロゴ掲載
ロゴ掲載は事前提出となります。予め500px*500px以内のJPEGかPNGでご用意ください。
・閲覧者の確認 ⇒ マイページに遷移可能
⾃社ページへのアクセスユーザー数がリアルタイムで確認できます。またそのユーザーに
メッセージを送ることもできます。
・テキストチャット（コメント）
・ビデオ通話（意見交流会）
・「お問い合わせ」からメッセージ送信可能（2021年12月1日 ～ 12月3日（3日間））

特典機能
会期前：参加者のマイページ情報（氏名・所属）を事前にお渡し
会期後：企業展示ページを訪問した方のマイページ情報（氏名・所属）をお渡し
メールアドレスの提供はございません。

意見交流会
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オンライン展示会募集要項②

会期 2021年12月1日 ～ 12月3日（3日間）
年会視聴公開期間は未定

会場 年会視聴サイト内

募集対象

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。

申込方法

申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。

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、展示会事務局（e_21mbsj@aeplan.co.jp）に
ご連絡ください。

料金
110,000円（税込）/枠
※現地、附設展示会に1.2次出展申込の場合は無償にてご提供させていただきます。
但し、3次出展申込期間の場合はご遠慮頂いております。

申込締切日 2021年9月30日（木）

申込の受理

原則、申込先（株式会社エー・イー企画）に届いた時点を正式な申込日とさせていただ
きます。但し、募集対象外の企業等から申込みが来た場合は、組織委員会と相談の上、
出展の有無を決定します。
・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。

振込期日

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。

※出展料金をご請求後、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も、出展は解約されたものと判
断いたしますが、解約料金をお支払いいただくこととなります。なお、この場合開催当
日の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。

申込み・
問合せ先

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
Tel. 03-3230-2744
E-mail. （第44回日本分子生物学会年会展示会事務局）: e_21mbsj@aeplan.co.jp

mailto:e21mbsj@aeplan.co.jp


30

講演前後協賛プレゼンテーション募集要項

参加にあたり

 1シンポジウム・ワークショップに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、発表時間は開始前なら3分間、終了後なら1分間の選択制とな
ります。

 シンポジウム・ワークショップの指定は先着順となります。（スポンサーシップでお
申込み頂いた場合でも、先に指定された方を優先とします。）

 1社で複数のシンポジウム・ワークショップへのお申込も可能です。
 講演前、講演後のセットでのお申込みの可能です。
 講演会会場前・後にてチラシ配布・設置が可能です。

発表形式
（選択制）

お申込み者はオンサイト又はオンラインどちらかを選択することができます。
【オンサイト形式の場合】
 持ち時間3分間以内であれば発表形式は問いません。

 発表言語も日・英の指定はございません。
 PCは⾃社PCを持ち込んでください。
 会場前にてチラシの配布が可能です。
【オンライン形式の選択】
 事前収録動画を会場スクリーンに上映します。

 発表言語も日・英の指定はございません。
 講演会場前にてチラシの積み置きが可能です。余ったチラシは原則破棄します。

参加費 176,000円（税込）/1枠・シンポジウム・ワークショップ前 3分間
88,000円（税込）/1枠・シンポジウム・ワークショップ後 1分間

申込締切日 2021年9月27日

申込方法

申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。

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、展示会事務局（e_21mbsj@aeplan.co.jp）に
ご連絡ください。

例）事前収録動画を会場スクリーン1分上映、プレゼンテーションを2分など。
例）PowerPointでの3分間プレゼンテーション

各シンポジウム・ワークショップの開始前又は終了後に、プレゼンテーションができる「講演
前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を
行うシンポジウム・ワークショップをご指定できますので、奮ってご参加ください。

※シンポジウム・ワークショップの詳細は年会HPよりご確認ください。

例）事前収録動画を開始前なら3分上映、終了後なら1分上映
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各種広告掲載募集要項

年会ホームページ バナー広告

企業キャンペーンチラシ広告掲載

募集数 最大 10 枠までの受付

掲載サイズ W 200 px × H 80 px

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。

申込締切日 随時受付 ※募集枠数の10枠となり次第受付終了

料金 220,000円（税込）/枠

年会 スクリーン広告
各会場のスクリーンをシンポジウム、ワークショップ等で使用していない間、放映するスクリーン
広告を募集いたします。

年会ホームページへのバナー広告掲載を募集いたします。

年会ホームページに協賛企業のキャンペーン広告を掲載させていただきます。

第44回日本分子生物学会年会では、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。

募集数 50枠

掲載サイズ W 200 px × H 120 px

表示順 申込順

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を記載下さい。
掲載画像の変更は不可。

申込締切日 募集数 50枠となり次第終了

料金 88,000円（税込）/枠

募集数 20 枠（予定）

投影時間 1枠 30秒

入稿データ MP4（アスペクト比4:3にて作成をお願いします。）

申込締切日 2021年10月29日

料金 110,000円（税込）※２枠目より 88,000円（税込）
※2枠をつなげて60秒枠としてのご利用も可能です。

スクリーン広告
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Emailショット募集要項

配信対象 参加登録者 ※参加登録時にEmailショットの配信希望を頂いた方のみになります。
参加登録時に参加登録者に一般演題発表分類一覧 小項目を選択していただきます。

料金

以降は50名ごとに+5.5万円

演題登録終了後に事務局から各演題登録人数をご案内します。
配信人数にあわせて一般演題発表分類一覧 小項目をお選びください。

文字数制限 メール本文10行以内。一行全角24文字以内。

配信日時
事前登録締切後の11月第2―4週の平日のいずれか（日時希望は3営業日前には要連絡）
※配信は1日1社限定ですので、既に申込があった場合は、別日に調整をご依頼すること
になります。

配信回数 1社1回のみ。

注意事項

• 配信原稿は配信日時の1週間前にはお送りください。（原稿に修正がある場合は2回ま
で受付とします。）

• メール本文には署名（末尾）には必ず、「問い合わせ先（電話番号又はメールアドレ
ス）」を掲載ください。

• 件名には必ず申込企業名を入れてください。
• メール本文の校正は実施しません。必ず原稿をお送りする前に確認ください。

申込締切日 2021年10月6日（予定）

原稿締切日 2021年10月29日（予定）

申込み・
問合せ先

申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。

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、展示会事務局（e_21mbsj@aeplan.co.jp）に
ご連絡ください。

事前参加登録者を対象に一斉配信メールを募集します。

配信人数（名） 料金（税込）

50 ～ 100 …11万円

100 ～ 150 …16.5万円

150 ～ 200 …22万円
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