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日本蛋白質科学年会ついて

会員数 1,324名（2021年3月現在）

領域

蛋白質に関する機能、構造、安定性、フォールディング、医薬品・食品・

材料、生産、精製の科学研究を推進します。今後、ゲノム科学との連携を

一層強め、研究成果に基づいた病気の治療、創薬など、医学・薬学

への貢献が期待されるとともに、蛋白質材料の工学への応用にも注目が集

まっています。

年会
参加者 850名（2018年 第18回総会）

74%

16.70%

8.50%

0.80%

正会員所属内訳（882名）

大学 研究所 企業 所属なし

67%

31%

2%

会員割合(1,324名)

正会員 学生会員 名誉会員



第22回日本蛋白質科学会年会
学術集会のデータ

集客数の多かったワークショップ TOP 5

抗体医薬を含む免疫関連タンパク質の熱測定による研究

内山 進（大阪大） 織田 昌幸（京都府立大）

分子夾雑の蛋白質科学
浜地 格（京都大）

拡大する蛋白質の世界：Anfinsenのドグマを超えて
田口 英樹（東京工業大）

蛋白質・ペプチドの凝集と膜のないオルガネラ
永井 義隆（大阪大） 黒田 裕（東京農工大）

タンパク質の凝集とアンチ凝集
菅瀬 謙治（京都大） 河田 康志（鳥取大）

協賛企業/団体

株式会社堀場製作所
日本分光株式会社
東ソー株式会社
シスメックス株式会社
日本電子株式会社
株式会社セントラル科学貿易
DKSHジャパン株式会社
日本蛋白質構造データバンク（PDBj）
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
スペクトリス株式会社マルバーン・パナリティカル事業部
日本エフイー・アイ株式会社
ケイエルブイ株式会社
ブルカー・ジャパン株式会社
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
株式会社エムエステクノシステムズ
ジーンフロンティア株式会社
テガサイエンス株式会社
株式会社セルフリーサイエンス
プロテイン・アイランド・松山
昭光サイエンス株式会社
株式会社モルシス
公益財団法人高輝度光科学研究センター
ベックマン・コールター株式会社
タイテック株式会社

1位

2位

3位

4位

5位

※第18回年会時

（第19回は細胞生物学会

との合同大会のため除く）



第22回日本蛋白質科学会年会

開催概要



開催概要

第22回日本蛋白質科学会年会

千田 俊哉（高エネルギー加速器研究機構）

2022年6月7日(火) ～ 9日(木)

800名（招待者含む）

第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

学会の名称

年会長

開催日程

開催場所

参加者（予定）

参加費（予定）

問い合わせ先

つくば国際会議場

〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3

（TEL：029－861－0001）

https://www.epochal.or.jp/ja/

一般（会員） 学生（会員） 一般（非会員） 学生（非会員）

事前登録 7,000円 3,000円 11,000円 4,500円

当日登録 8,000円 3,500円 12,000円 5,000円

https://www.epochal.or.jp/ja/


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、組織委員会が不可抗力と認めた事項以外は原則解
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、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
各申込締切日までに受領した場合…請求額の50％をお支払いください。
各申込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、 並びに主催者の責任に帰し得な
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を決定した場合には、主催者は協賛各社に対
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。

解約について

開催の変更・中止について



第22回日本蛋白質科学会年会

協賛内容一覧



各協賛メニューの特徴

参加者の研究分野が絞られている学会だからこそ、直接、貴社製品・サー
ビスの魅力を伝えることが効果的です。

貴社の発表を聴講し、ご興味をお持ちになった方の反応として出展ブース
までお越しになることが多々ございます。

ランチョンセミナー・シンポジウム協賛プレゼンテーション

参加者は自身の研究を進めるための情報収集が不
可欠となっています。そのため、製品・サービス
について、実際に手に取ること、webサイトでは
知ることができない情報を求めています。

感度の高い参加者ほど展示ブースへ立ち寄る傾向
がありますので、貴社にとって新規顧客の獲得や
既存顧客へのアフターフォロー等の機会となり得
ます。

企業展示・書籍展示

貴社名や製品・サービス名の露出機会を増やすこと
で認知度が高まります。
年会webサイト広告では新たに「参加登録」「プロ
グラム」ページに動画広告が掲載できるようになり
ました。「参加登録」、「プログラム」はいずれも
全ての参加者が一度は見るページとなっています。

各種広告掲載

ランチョンセミナーではゲスト登壇者をご依頼
する場合、ゲストとの関係性を向上させるきっ
かけの一つとなります。

シンポジウム協賛は講演テーマに関連の深い
ターゲットに絞って魅力を伝えることが可能で
す。



協賛内容一覧 ①

昼食時間帯にランチョンセミナーを開催することができます。

ランチョンセミナー

費用：550,000円～660,000円（税込）
時間：50分
開催日程：2022年6月7日(火) ～ 9日(木)

※1日あたり3～4社の並行開催となります。

申込締切：2022年3月4日(金)
要旨締切：2022年4月19日(火)
※展示会とのセットプランもございます。

企業展示・書籍展示

各講演会場前に展示ブースを設け、研究関連の製品・サービス・書籍の宣伝活動を行
うことができます。
※今回、一般演題はポスター発表ではなく、口頭発表で行います。

費用：Aタイプ（基礎小間） 220,000円（税込）/小間
Bタイプ（書籍） 22,000円（税込）/小間
Cタイプ（アカデミック） 110,000円（税込）/小間
オンラインのみ（共通） 110,000円（税込）/小間

※現地での展示にはオンライン展示もセットで付いてきます。

申込締切：2022年3月18日(金)

シンポジウム・ワークショップ スポットCM

各シンポジウム・ワークショップ開始前に、講演会場で 3分間の動画を投影すること
が出来ます。CM方法は現地でのプレゼンテーションでもかまいません。

費用：110,000円（税込）
時間：3分
備考：スポットCMを行う講演を指定いただきます。

複数講演へお申込みいただけます。
申込締切：2022年4月28日(木)



年会webサイト上に貴社製品/サービスの広告を掲載します。
TOPページ、 プログラムページ、演題登録ページの各指定箇所への掲載となります。

Webサイト広告

広告掲載料：110,000～165,000円（税込）
掲載期間：2023年3月末日まで
申込締切：2022年5月13日(金)
掲載箇所：年会webサイト上、TOPページ、 プログラムペー
ジ、演題登録ページの各指定箇所

協賛内容一覧 ②

その他

協賛内容のセットプランをご用意しております。セット内容、特典は詳細ページをご
確認ください。

各内容の詳細は次ページ以降をご確認ください。

プログラム・要旨集広告掲載

日本蛋白質科学会の会員、年会参加者、関連企業等へ配布するプログラム・要旨集へ
広告を掲載することができます。

申込締切：2022年4月8日(金)
原稿提出締切：2022年4月15日(木)

掲載面 サイズ 掲載料(税込)
① 表 2(表紙裏/カラー) A4 1 頁 176,000円

② 表 3(裏表紙裏/カラー) A4 1 頁 154,000円
③ 表 4(裏表紙/カラー) A4 1 頁 220,000円

④ 後付 1 頁（白黒） A4 1 頁 77,000円

⑤ 後付 1/2 頁（白黒） A4 1/2 頁 44,000円

スクリーン広告

講演会場のスクリーンへ貴社製品・サービス等のスライド広告を投影できます。
※ランチョンセミナー前を除く。

広告掲載料：110,000円（税込）
申込締切：2022年4月19日(火)
原稿締切： 2021年5月13日(金)



ランチョンセミナー➀

年会期間中、ランチョンセミナーを下記の要領にて開催いたします。
ランチョンセミナーは本年会と申込各社との共催とします。
また、ランチョンセミナーは事前チケット制とし、チケットの用意・参加者への配布は
事務局が行います。各セミナーの運営は協賛企業に行っていただきます。

■共催費：

タイプ 種別 共催費(税込)

LS1 展示会 出展申込 有り 550,000円

LS2 展示会 出展申込無し、且つ、
アカデミックな公的機関、大学発ベンチャー企業の場合

550,000円

LS3 展示会 出展申込 無し

（LS1とLS2に該当しない場合はこちらのタイプとなります）

660,000円

■日程 2021年6月7日(火) ～ 9日(木)

■会場 つくば国際会議場（〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3）

https://www.epochal.or.jp/ja/

※オンラインでの発表についても対応検討していますので、

ご希望の際はご相談ください。

※ご希望･ご予定内容をご提出いただき、主催者にて調整の上、決定いたします。

会場数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

■講演時間 いずれも 50 分

■会場形式 シアター形式

■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） 運営スタッフ 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）プログラム・要旨集を1部進呈いたします。
6）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5枚をご用意します。
（展示説明員の名札と別にご用意いたします）
※1つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記 5）～6）の配布物は、
代表申込者に1セットお渡しいたします。

https://www.epochal.or.jp/ja/


ランチョンセミナー②

■申込方法
学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■申込締切

2022 年 3月 4日（金)

※演者、テーマ等が未定の場合も、上記締切日までにお申し込みください。

※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 15 日予定 （プログラムに掲載します）

要旨原稿（A4 1 頁） 締切予定日 ： 4 月 15 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。

■取消
正式申込後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。
なお、共催費の返金はいたしませんのでご了承ください。

■ご請求
日程、会場の確定後に請求書を送付いたします。
※振込手数料は貴社にてご負担ください。

■情報公開
拠出いただきました共催金につきまして、各社が公表することを了承いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

■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：1,320円（税込）/1食・パックお茶付）
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。



企業展示・書籍展示➀

⚫展示会期 2022年6月7日(火) 9：00～17：00（予定）

8日(水) 9：00～17：00（予定）

9日(木) 9：00～15：30（予定）

⚫展示会場 つくば国際会議場 各講演会場前 ※今回、一般演題はポスター発表ではなく、口頭発表で行います。

搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬入…2022年6月6日(月) 14：00～18：00

搬出…2022年6月9日(木) 15：30より（予定）

⚫申込締切日 2022年3月18日(金)

※小間数に制限がありますので、お早めにお申し込みください。

※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 ： 40 小間

※A~Cタイプにはオンライン展示2製品分がセットで付いてきます。

Aタイプ（基礎小間）￥220,000（税込）
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。
展示台は白布にて台上を覆い、腰は青色系の布で覆います。

Cタイプ（アカデミック）￥110,000（税込）
募集対象：アカデミックな公的機関、大学発ベン
チャー企業等

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

Bタイプ（テーブルのみ）ー ￥22,000（税込）

募集対象ー出版社・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。

※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、電動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 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16,500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。

— 小間規格：A、C タイプ共通 －



企業展示・書籍展示②

⚫現地ブース設置予定エリア

AタイプまたはCタイプのお申し込みの際、出展希望エリアをお伺いします。

お申し込み先着順にて、ご希望エリアでの出展を確定していきます。

※Bタイプは調整後のご案内となります。ご了承ください。

【出展エリア】

①1F 大会議室101・102（B会場）前

②2F 201ならびに202（C会場・D会場）前

③2F 中ホール200（E会場）前

1F

2F



企業展示・書籍展示③

●オンライン出品料金・画面イメージ ※募集数に制限はありません。

オンライン展示のみ ￥110,000（税込）

内容：
・1小間の申込に対して2製品の掲載が可能
・掲載製品の追加は、1製品ごとに55,000円（税込）
・ZOOMとの連携が可能。
※ZOOMの設定は貴社にお願いいたします。

※この画面イメージの掲載数ですと、
基本料金（2製品分）＋1製品掲載なので
オンライン出品料金の総額は
165,000円（税込）でございます。

●Aタイプ/Bタイプ/Cタイプをお申し込みの場合
現地での出展ブースに加えて、上記のオンライン展示2製品分がセットとなっております。
ただし、お申し込み小間数に関わらず、セットとなるオンライン展示の掲載は2製品分とし、
オンライン展示において1製品掲載を追加する場合、55,000円（税込）/製品がかかります。



企業展示・書籍展示④

■申込方法
年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。お申込後、会期近くとなり
ましたら、事務局より搬入出方法などのご案内書類を送付します。

■請求について
事務局より請求書を送付いたします。振込期日は会期前の日程を予定しています。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

■取消

申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はいたしかねます。

取消を認めた場合でも下記の解約料金を請求させていただきます。

■小間の割当て
申込受付後、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。

※各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等について主催者は
保証を含めた一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

■情報公開
拠出いただきました共催金につきまして、各社が公表することを了承いたします。

解約料金

3 月 18 日迄に受領した場合･････請求額（出展料金＋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 19 日以降に受領した場合･･･請求額（出展料金＋消費
税を含めた金額）の全額をお支払いいただきます。



展示セットプラン①

企業展示Aタイプにおけるセットプランがございます。各プランに特典があり、お得に
なっております。なお、展示会Aタイプにお申し込みいただくこととなりますので、
オンライン展示 2製品分も含まれています。

◇P セット ： 880,000 円（税込） － 4 社限定 －
セット内容：展示会 A タイプ 1 小間、ランチョンセミナー 1 枠、

webサイトTOPページバナー 1 枠
◎特 典： プログラム・講演集 広告（白黒） 1 頁、スクリーン広告 1枠

をご利用いただけます。

◇S セット ： 770,000 円
セット内容：展示会 A タイプ 1 小間、ランチョンセミナー 1 枠
◎特 典： プログラム・講演集 広告（白黒） 1 頁、または、

スクリーン広告 1枠のいずれかをご利用いただけます。

◇J セット ： 385,000 円 － 4 社限定 －
セット内容：展示会 A タイプ 1 小間、

年会webサイトTOPページバナー掲載 1 枠
◎特 典： プログラム・講演集 広告（白黒） 1頁、または

スクリーン広告 1枠のいずれかをご利用いただけます。

※セットプランお申込みに関するご注意
●現地展示小間数を追加する場合は、通常の 1 小間料金 220,000 円（税込）で承ります。
●オンライン展示掲載数を追加する場合は、通常の1製品追加料金 55,000円（税込）で承ります。
●ランチョンセミナーを追加する場合は、通常の 1 枠料金 550,000 円（税込）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・講演集の広告掲載は、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 2022年3月4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。

■申込方法 年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：jscnp2022@aeplan.co.jp



展示セットプラン②

企業展示オンラインタイプにおけるセットプランもご用意しました。
現地会場には行かずに協賛を完結できるプランになっています。

◇オンライン協賛セット ： 275,000 円（税込） － 最大 10 社 －
セット内容：展示会 オンラインタイプ 1 枠（2製品分）、

webサイトTOPページバナー広告 1 枠、
ワークショップ・シンポジウム スポットCM

（定価合計金額より55,000円お得になっています。）

※セットプランお申込みに関するご注意
●現地出展を希望する場合、本プランは適応されません。展示セットプラン①よりご検討ください。
●オンライン展示掲載数を追加する場合は、通常の1製品追加料金 55,000円（税込）で承ります。
●オンライン協賛セットお申込み、スポットCM

■申込締切 2022年3月4日(金)
※バナー広告の上限に達しましたら締め切らせていただきます。

■申込方法 年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：jscnp2022@aeplan.co.jp



シンポジウム・ワークショップ
スポットCM

■募集内容 各シンポジウム・ワークショップの開始前に、講演会場にて3分間
の動画を投影することができます。
または、現地会場でのプレゼンテーションでもかまいません。
スポットCMの内容としては、企業PR、製品PR、展示ブースの
紹介等を行えます。
加えて、講演会入口にてチラシの配布を行うことが可能です。
スポットCMを行うシンポジウム・ワークショップを、
ご指定いただけます。

■費用 110,000円（税込）

■発表時間 1枠あたりスポットCMを行うことができる参加社は、
1社のみとし、実施時間は3分となります。
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。
複数講演へのお申込も可能です。
各講演のタイトル、演者は確定次第大会ホームページにて
公開します。

■申込締切 2022年4月28日(木)

■申込方法 年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
※シンポジウム・ワークショップの指定はお問い合わせください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

■情報公開について
拠出いただきました費用につきまして、各社が公表することに同意いたします。



プログラム・要旨集広告掲載

■媒体名 第22回日本蛋白質科学会年会 プログラム・要旨集

■仕様 A4 版縦 本文モノクロ・表紙カラー

■配布対象 日本蛋白質科学会 会員、年会参加者、関連企業

■発行部数 1000部（予定）

■広告掲載料

■申込締切 2022年4月8日(金)

■原稿締切 2022年4月15日(金)

■広告サイズ 1頁：天地260mm×左右180mm

■原稿入稿形態
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。

■申込方法
年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について
事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会年会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

掲載面 サイズ 掲載料(税込)

① 表 2(表紙裏/カラー) A4 1頁 176,000円

② 表 3(裏表紙裏/カラー) A4 1頁 154,000円

③ 表 4(裏表紙/カラー) A4 1頁 220,000円

④ 後付 1 頁（白黒） A4 1頁 77,000円

⑤ 後付 1/2頁（白黒） A4 1/2頁 44,000円



Webサイト広告

■募集内容 年会webサイトの該当ページへ広告を掲載いただけます。
初めての試みとして、参加登録ページ、プログラムページへ動画広告を
掲載することができます。

■URL https://www2.aeplan.co.jp/pssj2022/index.html

■掲載期間 申込日＋掲載準備期間（1週間程度）～ 2023年3月末日頃まで

■募集数 webサイト上段（バナー広告）：最大10枠
参加登録ページ本文上部（動画広告）：1枠
プログラムページ本文上部（動画広告） ：1枠

■掲載費用 TOPページ：110,000円（税込）※一括請求となります。
参加登録ページ：110,000円（税込）
プログラムページ：165,000円（税込）

■申込締切 2022年5月13日(金)

【webサイトバナー広告】
■掲載サイズ 横220×縦70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。
※どのページを開いてもバナー広告枠は出続ける仕様です。

■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。

【演題登録、プログラムページ動画広告】
■掲載サイズ アスペクト比 16:9、サイズ 横320×縦180ピクセル

※掲載は各ページのみ、それぞれ1社のみの掲載となります。

■入稿形態 貴社YoutubeページのURLをご連絡ください。

■備考 掲載動画を変更される場合は１回までとなります。

■申込方法 年会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail：pssj2022@aeplan.co.jp

https://www2.aeplan.co.jp/pssj2022/index.html


スクリーン広告

■募集内容 年会の各日、各セッション前の休憩時間（ランチョンセミナー開催前を除き

ます）にPRスライドを講演会場スクリーンへ投影することができます。

■掲載費用 ￥110,000（税込）

■募集数 最大10枠 ※投影時間は1枠あたり30秒まで

■入稿形態 PowerPointファイル ※音声出力は不可
画像の解像度は1024×768ピクセル、画面比率16:9

下記以降のフォントを利用する際は、他のフォントを利用したい場合は、

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 OS X 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】

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

■申込締切 2022年4月19日(火)

■原稿締切 2022年5月13日(金)

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第22回日本蛋白質科学会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133     E-mail： pssj2022@aeplan.co.jp

■情報公開について
拠出いただきました費用につきまして、各社が公表することに同意いたします。



参考資料 過去出展企業/団体
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2016年 福岡


