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【 ご 挨 拶 】 
拝啓 
貴社におかれましては，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。 
さて，2020 World Conference on Protein Scienceを2020年7月6日（月）より10日（金）までの5日間、札幌コンベ
ン  ションセンターにおいて開催いたします。
本会では、開催にあたりご支援を頂戴しております企業様等に、企業様等に、展示会、ランチョンセミナー、要旨集広告掲載等をご

協力いただけるように企画しておりますので、ご参加ならびにご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
なお協賛運営業務につきまして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ご下

命くださいますようお願い申し上げます。 
敬具 

2020 World Conference on Protein Science 
組織委員会 一同 

【 開催概要 】 

● 名称  2020 World Conference on Protein Science 

● 主催

● 会期
● 展示会会期
● 会場
● 参加者数
● プログラム

 日本蛋白質科学会 

プロテインソサイエティ 
アジア太平洋地域タンパク質協会

2020 年 7 月 6 日(月) ～10 日(金)  
2020 年 7 月 7 日(火) ～  9 日(木)  
札幌コンベンションセンター 
1,000 名を予定 
プレナリーシンポジウム 

シンポジウム / ワークショップ
ランチョンセミナー
附設展示会 など を予定



【 国際組織委員会一覧 】 

組織委員会 

後藤 祐児 委員長（日本蛋白質科学会：PSSJ） 
Charles Brooks III 委員長（米国プロテインソサエティ：TPS） 
Jisnuson Svasti 委員長（アジア太平洋地域タンパク質協会：APPA） 

実行委員会 

日本蛋白質科学会 
養王田 正文 実行委員長 (PSSJ, 東京農工大学) 
中村 春木 (PSSJ, 大阪大学) 
野地 博行 (PSSJ, 東京大学) 
高橋 聡 (PSSJ, 東北大学) 
井上 豪 (PSSJ, 大阪大学) 

THE PROTEIN SOCIETY 
Charles Brooks III (TPS, ミシガン大学, 米国) 
Carol B. Post (TPS, パデュー大学, 米国)  
Jean Baum (TPS, ラトガース大学, 米国)  
Raluca Cadar (TPS, 事務局長, 米国) 

Asia Pacific Protein Association 
James R. Ketudat-Cairns (APPA, スラナリー工科大学, タイ) 
Zengyi Chang (APPA, 北京大学, 中国) 

プログラム委員会 
日本蛋白質科学会 
神田 大輔 委員長（PSSJ, 九州大学） 
田口 英樹 (PSSJ, 東京工業大学) 
加藤 浩一 (PSSJ, 自然科学研究機構) 
高木 淳一 (PSSJ, 大阪大学) 
杉田 有治 (PSSJ, 理化学研究所) 

THE PROTEIN SOCIETY 
Doug Barrick (TPS, ジョンズ・ホプキンス大学, 米国) 
Erin Dueber (TPS, ジェネンテック inc, 米国) 

Asia Pacific Protein Association 
Weontae Lee (APPA, 延世大学校, 韓国) 
Pimchai Chaiye (APPA, マヒドン大学, タイ) 

国内実行委員会 
前仲 勝実 委員長 (PSSJ, 北海道大学) 



【 日程表（案）】 
*2019年9月時点 最新の日程案はウェブサイトをご確認ください 
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【 プログラム（案）】 
プレナリーレクチャー 
 
 PL1 Mathias Uhlén, Royal Institute of Technology (KTH) , Sweden 
 
 PL2 Radostin Danev, University of Tokyo, JAPAN 
 
 PL3 Yoshinori Ohsumi, Tokyo Institute of Technology, JAPAN 
 
 PL4 Feng Shao, National Institute of Biological Sciences, PR China 
  
 PL5 Itaru Hamachi, Kyoto University, JAPAN 
 
 PL6-12 will be selected by TPS, USA 
  
 PL13 Minoru Kanehisa, Kyoto University, JAPAN 

 
シンポジウム 
 
 1. Structures of protein assemblies I 
  Speakers: 
  Naoko Mizuno, Max Plank Institute of Biochemistry 
  Matthias Wolf, Okinawa Instutitue of Science and Technology 
  Maojun Yang, Tsinghua University 
 
 2. Structures of protein assemblies II 
  Speakers: 
  Ramanujan Hegde, MRC 
  Wei Yang, NIH 
  Atsuko Yamashita, Okayama University 
  Bik Tye, The Hong Kong University of Science and Technology 
 
 3. Technology advances for protein structural studies 
  Speakers: 
  Robert G Griffin, MIT 
  Hongwei Wang, Tsinghua University 
  Makoto Fujita, University of Tokyo 
 
 4. Membrane-less organelles 
 
  
 
 



5. Autophagy and anabolic processes 
  Speakers: 
  Anne Bertolotti, MRC 
  Nobuo N. Noda, Institute of Microbial Chemistry (BIKAKEN) 
  Myung Sik Lee, Yonsei University 
  Hyun Kyu Song, Korea University 
 
 6. Protein aggregations and related diseases I 
  Chris Dobson, Cambridge University 
  John Straub, Boston University 
  Motomasa Tanaka, Riken Center for Brain Science 
 
 7. Protein aggregations and related diseases II 
  Dan Southworth, UCSF 
  Yoshitaka Nagai, Osaka University 
  Ruby (Yun-Ru) Chen, Academia Sinica 
 
 8. Structure and function of membrane proteins   
  Thomas Walz, Rockefeller University 
  Nicholas Noinaj, Purdue University 
  Mikako Shirouzu, Riken 
  Brett Collins, University of Queensland 
 
 9. Ribosome biology, dancing with nascent chains 
  Bernd Bukau, Heidelberg Univ 
  Toshifumi Inada, Tohoku University 
  Shinobu Chiba, Kyoto Sangyo Institute 
 
 10. The start of signaling and ever onward 
  Tracy Handel, UCSD 
  Jim Wells, UCSF 
  Masayuki Murata, University of Tokyo 
 
 11. Structural glycobiology 
  Liz Carpenter, Oxford University 
  Shinya Fushinobu, University of Tokyo 
  Yasuhiro Ozeki, Yokohama City Univ. 
  Maria Hrmova, University of Adelaide 
 
 12. New strategies for fighting diseases 
  Chris Bailey-Kellogg, Darmouth University 
  Kresten Lindorff-Larsen, University of Copenhagen 
  Minoru Ishikawa, Tohoku University 
  Sheemei Lok, National University of Singapore 
 



 13. Physics of protein evolution 
  Ron Levy, Temple University 
  Nobuyasu Koga, Institue for Molecular Science 
  Athi Naganathan, IIT Madras 
 
 14. Evolving protein function in nature and in the lab 
  Don Hilvert, ETH 
  Tony Dean, University of Minnesota 
  Tomoaki Matsuura, Osaka University 
  Pimchai Chaiyen, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) 
 
 15. Super cool imaging/microscopy probing cellular protein interactions 
  Sara Veatch, University of Michigan 
  Takeshi Fukuma, Kanazawa Univ 
  Ji-Joon Song, KAIST 
 

16. Modeling complex environments 
  Michael Feig, Michigan State University 
  Florence Tama, Nagoya University 
  Sun Choi, Ewha Women's University 

 
蛋白質科学会ワークショップ 
 
 1. アカデミア創薬とそのプラットフォーム（仮） 
 共催：AMED-BINDS 
 中村 春木  AMED-BINDSのプログラム・スーパバイザー、阪大名誉教授 
 
 2. アミロイド蛋白質の構造、機構、病気と医療 Chris Dobson Memorial Workshop（仮） 
 共催：学振拠点形成事業 
 後藤 祐児  Osaka University 
 Johannes Buchner Technical University Munich 
  
 3. 金属イオンの膜輸送から探る生体維持の仕組み（仮） 
 共催：新学術領域「生命金属科学」 
 杉本 宏  理化学研究所 放射光科学研究センター 
 中村 寛夫  理化学研究所 生命機能科学研究センター 
  

4. Antibody technologies in BINDS program. （仮） 
 共催：AMED-BINDS 
 澤崎 達也  愛媛大学・プロテオサイエンスセンター 
 
  
 
 



5. 発動分子科学：生体分子モーターから、人工分子機械まで（仮） 
 共催：新学術領域「発動分子科学」の共催 
 池口 満徳  横浜市立大学大学院生命医科学研究科 
 村田 武士  千葉大学大学院理学研究院 
 

6. オートファジー：選択性のメカニズムと生理機能（仮） 
 共催：新学術領域「マルチモードオートファジー」 
 野田展生  微生物化学研究所 
 小松雅明  順天堂大学医学部 
  

7. 高速分子動画：タンパク質の構造機能相関研究の最先端（仮） 
 共催：新学術領域研究「高速分子動画」 
 南後 恵理子  京都大学大学院医学研究科  
 木村 哲就  神戸大学大学院理学研究科化学専攻 
 
 8. タンパク質フォールディングと分解のメカニズムと制御（仮） 
 斉尾 智英  北海道大学 
 奥村 正樹  東北大学学際科学フロンティア研究所 
 
 9. 蛋白質医薬の品質管理と規制科学（仮） 
 内山 進  大阪大学 
 本田 真也  産総研 
 
 10. 物理・化学的視点によるタンパク質会合の分子基盤解明（仮） 
 田中 元雅  理化学研究所・脳神経科学研究センター 
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【 企業スポンサーシップ  メニュー一覧 】 
 

次のプラチナ、ゴールド、シルバーの各スポンサーシップを募集いたします。 

スポンサーシップ申込締切日：  2020年 3月 9日（月）（予定） 
 

Platinum－ プラチナスポンサーシップ          価格  \1,500,000（消費税別） 

●プラチナスポンサーシップに含まれる内容                                             通常価格（円：消費税別） 
      

1 ランチョンセミナー 1枠 日時・会場 最上位選択優先権付 600,000～700,000 

2 展示基礎小間（A1） 2小間    大会参加証 4名分付（Welcome party・Mixer含） 600,000 

3 プログラム集広告掲載 表 4 カラー 200,000 
4 フライヤー同封広告 1枚 A4サイズ コングレスバックの中に同封  90,000 

5 バナー広告 1枠  100,000 

6 スクリーン広告 全講演会場・展示/ポスター会場  100,000 

特典 コングレスバック・講演会場前の立て看板 自社ロゴ掲載   
      

通常価格合計（円：税別）                                      1,690,000～1,790,000 

 

Gold － ゴールドスポンサーシップ 価格  \1,200,000（消費税別） 
●ゴールドスポンサーシップに含まれる内容                                             通常価格（円：消費税別） 

      
1 ランチョンセミナー 1枠 日時・会場 上位選択優先権付 600,000～700,000 

2 展示基礎小間（A1） 1小間    大会参加証 2名分付（Welcome party・Mixer含） 300,000 
3 プログラム集広告掲載 後付 1Pモノクロ 70,000 
4 フライヤー同封広告 1枠 A4サイズ コングレスバックの中に同封 90,000 

5 バナー広告 1枠  100,000 

6 スクリーン広告 全講演会場・展示/ポスター会場  100,000 

特典 講演会場前の立て看板 自社ロゴ掲載   
      

通常価格合計（円：税別）                                      1,260,000～1,360,000 

 

Silver －シルバースポンサーシップ 価格  \1,000,000（消費税別） 
●シルバースポンサーシップに含まれる内容                                             通常価格（円：消費税別） 

      
1 ランチョンセミナー 1枠 日時・会場 選択優先権付 600,000～700,000 

2 展示基礎小間（A1） 1小間    大会参加証 2名分付（Welcome party・Mixer含） 300,000 
3 バナー広告 1枠  100,000 

4 スクリーン広告 全講演会場・展示/ポスター会場  100,000 

特典 講演会場前の立て看板 自社ロゴ掲載   
      

通常価格合計（円：税別）                                      1,110,000～1,200,000 

 
※各パッケージクラス内での選択優先権は、お申込み「先着順」とさせていただきます。 
※各パッケージに含まれる以上の出展小間数を、お申込みの際は A2 タイプ\250,000（税別）/小間にて追加分を承ります。 
※パッケージに含まれる内容についての詳細は、以降にございます各募集要項の詳細をご覧ください



 

 

 

 

 
  

    

※イメージ画像です。 
実際には単色で掲載されます。 

20 会場 第 

  

   

コングレスバックロゴ掲載 
□ 掲載資格    プラチナスポンサー申込企業に限る 

□ 制作枚数  約1,000枚 

□ データ入稿 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。 

       ロゴはバックの印刷仕様上単色掲載となります。 
       ご了承ください。 

□ ロゴサイズ 未定 

□ ロゴ画像提出締切 4月24日（予定） 

会場前看板ロゴ掲載 

□ 掲載資格     スポンサー企業（プラチナ・ゴールド・シルバー）     

申込企業に限る 

□ 看板枚数   未定 

□ データ入稿  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。 

         ロゴはカラー掲載となります。 
        

□ ロゴサイズ 未定 

□ ロゴ画像提出締切 4月24日（予定） 

※イメージです 

 
プラチナスポンサー企業ロゴ掲載 

各スポンサー企業ロゴ掲載場所 

2020 World Conference on Protein Science 

 

【 企業スポンサーシップ  特典について 】 



 

ランチョンセミナー 年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。 

展示会 ポスター発表会場と同会場内で展示会は開催されます。 

シンポジウム協賛プレゼンテーション 
各シンポジウム開始前に、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。 

【 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。 

 

◆ 開催日程 2020 年 7 月 7 日(火) ~10 日(金) 昼食時間帯 （講演時間 50 分） 

※1 日最大 4 社程度の並行開催 

◆ 募集枠数 最大 16 枠 

◆ 申込方法 ランチョンセミナー参加申込書に必要事項をご記入の上お申し込みください。 

◆ 共催費 スポンサーシップ  600,000 円（税別） 展示会出展有り、アカデミックな公的機関等）/1 枠 

700,000 円（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 

300,000 円（税別） 最終日 10 日限定 /1 枠 
◆ 申込締切日 2020 年 3 月 9 日 （予定） 

 

 

◆ 展示会期 2020 年 7月 7 日(火) ~9 日(木) ※10日は開催予定なし 

◆ 展示会場 札幌コンベンションセンター 

◆ 出展費用 A1 タイプ ：機器、試薬、受託サービス、コンピュータシステム類等 

                   (参加証2枚（Welcome party・Mixer含） 

         A2 タイプ ： 機器、試薬、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 

C タイプ   ： 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 
 A1タイプ 

参加証 

2枚付き 

A2タイプ 

参加証 

なし 

Bタイプ アカデミック 

出展費用（1 小間/消費税別） 300,000 250,000   30,000 120,000 

◆ 申込締切日 ： 2020 年 3 月 16 日 （予定） 

 

 

◆ 参加資格 展示会出展者またはランチョンセミナー共催者 

◆ 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。 

◆ 料   金 50,000 円（税別）/シンポジウム・ワークショップ 

◆ 申込締切日 2020 年 4 月 27 日（予定） 



 

年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。 

スクリーン広告 講演会場（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。 

ドリンクスポンサー 展示場内のドリンクコーナーで販売するコーヒーの協賛。 

抽選会スポンサー 展示場内の抽選会コーナーの協賛。 

 
 

◆ 掲載料金 ：白黒 1 頁 70,000 円（税別） 

◆ プログラム集同梱 ：1 枠 90,000 円（税別） 

◆ 申込締切日 2020 年  4 月 13 日(予定) ◆原稿締切日 2020年 4月 27 日（予定） 
 

 

◆募集数 ： 10 枠 ◆掲載費 ： 100,000 円（消費税別）/枠 

◆ 申込締切日 募集数となり次第終了。もしくは 2020年 6 月 19 日まで（予定） 

 

 

◆ 募集数 ： 10 枠程度 ◆投影時間 ： 1 枠 60 秒 ◆入稿データ ： Microsoft PowerPoint 

◆ 掲載費 100,000 円（税別）/枠 

◆ 申込締切日 募集数となり次第終了。もしくは 2020 年  6 月 5 日まで（予定） 

 

 

◆ 募集数 ： 2 枠 （各日 1 枠） 

◆ 協賛費 ： 100,000 円（税別）/枠 

◆ 内容 ： 提供者看板（大会制作）をコーヒーコーナーへ設置 

： ノベルティ or チラシをコーヒーコーナーに設置、配布可能。 

◆ 申込締切日 ： 募集数となり次第終了。もしくは 2020 年 5 月 22 日まで（予定） 
 
 

 

◆ 協賛費 ： 100,000 円（税別）/枠 

◆ 内容 ： 提供者看板（大会制作）を抽選会コーナーへ設置。 

： 提供者ロゴをスタンプラリー台紙に印刷。 

： ノベルティを抽選コーナーに設置、配布可能。（自由配布または景品としての配布も可能） 

◆ 申込締切日 ： 2020 年 5 月 22 日（予定）

プログラム集 広告 プログラム集は、A5 判で発行されます。 



 

【 ランチョンセミナー 募集要項 】 
◆ 日 時： 2020 年 7月 7 日～ 10 日 昼食時間帯 50 分 
◆ 場 所： 札幌コンベンションセンター 
◆ 募集枠数： 最大 16枠 ＜1日最大 4 枠程度を並行開催＞ 
◆ セミナー会場：  席数 150 名～200 名程度の会場を用意いたします。 

 

◆ 共催費： 参加申込みは 4 タイプございます。 
LS タイプ① 展示会 出展申込 有り 

600,000 円 (税別) 

LS タイプ② 展示会 出展申込 無し アカデミックな公的機関、大学発ベンチャー企業の場合 
600,000 円 (税別) 

LS タイプ③ 展示会 出展申込 無し （①と②に該当しない場合はこちらのタイプとなります） 
700,000 円 (税別) 

 

LS タイプ④ 最終日限定 300,000 円 (税別) 
※最終日（10日）の展示会はございません。 

※申込後（E-mail、FAX 等による申込受理後）の取り消しはできません。 
共催費の返金はいたしませんのでご了承の上、お申込みください。 

※共催費に含むもの、含まれないものについては、次項をご確認ください。 
 

◇ 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） 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） 
5） プログラム・講演集を 1 部進呈いたします。 
6） 1 つのセミナー枠を複数社でお申込みの場合、上記 4）～5）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：1,200 円：税別/1 食・パックお茶付で予定しております。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。 



◆ 申込締切日：2020 年  3月 9日（予定）
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。 
※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 24 日（予定）（プログラムに掲載します）

要旨原稿（A4 判 1 頁） 締切予定日 ： 4月 24 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。

申込・問合せ： 2020 World Conference on Protein Science 展示会事務局 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 ㈱エー・イー企画
内 E-mail: e_wcps2020@aeplan.co.jp
TEL: 03-3230-2744 FAX: 03-3230-2479

◆ 備 考：このランチョンセミナーは大会と参加各社との共催とします。
ランチョンセミナーはチケット制です。チケットは事務局が用意します。上記
申込先に参加申込書をご送付ください。

mailto:e_pssj2020@aeplan.co.jp
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Ａ1タイプ ￥300,000（消費税別） 
募集対象：機器試薬・ソフトウェア・受託サービス等 
参加証 2枚付き（Welcome party・Mixer参加可） 

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。 
出品台は白布にて台上を覆い、腰は青色系の布で覆います。 

【 附設展示会 募集要項 】 
 

● 展示会期 2020 年 7月  7 日 ~ 8日 10:00～19:00（予定） 
                         9日  10:00～16:00（予定） 

 

● 展示会場 札幌コンベンションセンター 

● 搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬 入･･･ 2020 年 7 月 6日 18：00～20：00  
搬 出･･･ 2020 年 7 月 9日 16：00 より （予定） 

● 申込締切日 2019 年 3 月 16 日（月）（予定） 
※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。 

 

● 出品料金・小間タイプ 募集小間数 ：50 小間 
 

 
 
 
 

 
 
 
— 小間規格：A、C タイプ共通 － 

 

 

 

 

— 小間規格：B タイプ － 
 

Ｂタイプ （バックパネルなし) － ￥30,000（消費税別） 

募集対象 - 出版社・書店・翻訳 のみ 
※幅 1,800mm×奥行 900mm×高さ 750mm のテーブル（腰
布付）と社名板、イス 1 脚がセット内容です。 

C タイプ ￥120,000（消費税別） 
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「A タイプ」と同様です。 

Ａ2タイプ ￥250,000（消費税別） 
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。 
出品台は白布にて台上を覆い、腰は青色系の布で覆います。 

 



 

 
 
 
 

●振込期日 申込受理後お送りする請求書に記載いたします期日までに、指定の銀行口座にお振込みください。 
 
● 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。 

※出品申込書の提出後は、年会事務局が不可抗力と認めた事故以外は取り消しできません。また
取り消しを認めた場合には、出品の取り消しする旨を書面にてお送りいただき、受領した日を基準と
して出品料金をお支払いただきます。 

 

 
解約料金 

3月 16日迄に受領した場合･････請求額（出品料金＋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 17日以降に受領した場合･･･請求額（出品料金＋消費 
税を含めた金額）の全額をお支払いいただきます。 

 
● 申込先 株式会社 エー・イー企画 展示会事業部 担当 ： 北島 創一郎 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 
E-mail：e_wcps2020@aeplan.co.jp 
TEL.03-3230-2744(代表) /FAX.03-3230-2479/ 

 
● 小間の割当て 申込受付後、出品物の種類・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。 

 
● 出品物の管理 各出品物の管理は出展者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・火災・損傷など、

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

※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、電源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 30,000 円（消費税別） 

501W 以上 1KW まで 35,000 円（消費税別） 
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 15,000 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。 
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【シンポジウム協賛プレゼンテーション ご案内】 
 
◆募集内容 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。    
講演会入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、ご指定いただけますので、奮ってご参加ください。 

 

◆ 申込資格 展示会出展者またはランチョンセミナー共催者に限ります。 
 

◆料   金 50,000円（消費税別）/シンポジウム 
 

◆ 発表時間 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・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へのお申込も
可能です。  シンポジウム・ワークショップのタイトル、演者は確定次第ホームページより
公開いたします。 

 
◆ 申込締切 2020年4月27日（予定） 



 

【プログラム集 広告掲載ご案内】 
 

●発行部数 
●発行予定日 

： 
： 

2,400部（予定） 
2020年 6月予定中旬 

●版型サイズ ： A5判 （天地210mm×左右148mm） 
●申込締切日 ： 2020年 4月 13日（予定） 
●原稿締切日 ： 2020年 4月 27日（予定） 
●原稿入稿形態 ： 完全データ（白黒・カラー） 
●広告サイズ ： 1頁 天地180mm×左右125mm 

※断ち落とし（ブリード判）広告の掲載はできません。 

※要旨形態が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 
※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。ご
了承ください。 

 

『広告掲載料金』 （※消費税別） 
 

 白黒 カラー 
表 紙 4 1頁 － 200,000 
表 紙 2 1頁 － 160,000 
表 紙 3 1頁 － 140,000 
後 付 1頁 70,000 － 

 
※広告原稿制作費は別途実費をいただきます。 

〔広告申込先〕 株式会社 エー・イー企画 
E-mail. adinfo@aeplan.co.jp ／ http://www.aeplan.co.jp 
TEL.03-3230-2744（代表） FAX.03-3230-2479 

 

2020 World Conference on Protein Science 『プログラム集』広告掲載申込書 
年 月 日 

下記の通り、広告掲載申し込み致します。 

貴社名 ：  
 

担当者 ：  E-mail  
 

担当者部署名：                                  

所 在 地 ：〒 

 
 

TEL.  
FAX.  

 
お申込みの掲載場所を
チェックしてください 

掲載場所 スペース 金額 

表紙（カラー） 2 3 4 

後 付（1 色） 

 

ページ 
 

円 
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【フライヤー同梱広告募集ご案内】 

 
 募集内容 本年会ではコングレスバックの中にフライヤーを同梱することができます。 
               PR メディアとして是非ご利用ください。 

 

◆ 参加登録者数 約 1,000 名（予定） 
 

◆ コンテンツ 開催概要、日程表、プログラム etc. 
 

◆ 発送予定 2020 年 6 月中旬予定 
 

◆ 募集数 最大 7 枠 
 

◆ 費用 90,000 円（消費税別） 
 

◆ サイズ/規格 A4 版 1 枚（表裏）まで（天地 297mm×左右 210mm）（印刷紙重量：115～ 
170g/m2）カラー又はモノクロ 

 
◆ 広告締切       申込締切：4月13日   

 納品締切：4月27日 
 

◆ 入稿について 入稿広告は印刷された状態で、直接、指定場所まで郵送していただきます。送付先は申込書受領   
後、担当者よりご連絡いたします。 
広告送付時には下記の情報をご明記ください。 
・『2020 World Conference on Protein Scienceフライヤー同梱広告』 
・貴社名、ご担当者名、および連絡先 

 
◆ 備考 運送費・手数料などの経費や発送手続きについては、発送元で精算・手配いただきます。手続き等

による遅延その他いかなる発送上の問題においても、事務局はその責を負いません。あらかじめ、ご了
承ください。 



 

【 年会ホームページバナー広告募集ご案内 】 

◆ 募集内容 合同年会ホームページにてバナー広告を掲載いただけます。 
 

◆ 年会ホームページ http://www2.aeplan.co.jp/pssj2020/index.html 
 

◆ コンテンツ 開催概要、日程表、演題登録、参加登録 etc. 
◎一般発表の演題登録、事前参加登録は年会ホームページから行います。 

 

◆ 掲載期間 2019 年7月開設以降 掲載可能（更新日より）～ 2020 年 12月末日頃まで掲載されます。 
 

◆ 募集数 最大 10 枠 
 
◆ 申込締切     募集枠締切次第終了。もしくは2020年6月19日（予定） 

 

◆ 掲載費用 100,000 円（税別） ※一括請求となります。 
 

◆ 掲載サイズ 縦 70×横 220 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。 
                                   ※サイズは変更になる可能性があります。 

◆ 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。 

 

◆ 備考 掲載画像等を変更される場合は 1 回までとなります。 
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【スクリーン広告 ご案内】 
 
◆ 募集内容 年会の各日、各セッション前の休憩時間（ランチョン開催前を除きます）に 

PR 画像を投影（スクリーン広告）する企業を募集しております。 
企業展示会、ランチョンセミナー等の PR メディアとして是非ご利用ください。 

 

◆ 料金等 募集枠： 10 枠（1 枠：60 秒） 程度 
募集価格：全日 100,000円（税別） 

 

◆ 申込締切 2020年 6 月 5 日（金）（予定）※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 
※入稿データも上記日程までにご提出ください。 

 
 

◆ データ作成要項 ◆投影時間：1 社 60 秒まで 
◆ 使用 OS とアプリケーション 

OS は Windows XP 以上または 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、アスペクト比 4：3（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。 
 

◆ フォント 下記以外のフォントを利用する際は、他のフォントを使用したい場合は、  
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 OSⅩ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】細

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 



 

【ドリンクスポンサー ご案内】 
 
◆ 募集内容 本年会ではポスター・展示会内にコーヒーコーナーをご用意いたします。 

スポンサーの提供者看板（年会事務局で製作いたします）をコーヒーコーナーに設置するほか、
ノベルティやチラシをコーヒーコーナーへ設置、配布していただくことが可能でございます。 
コーヒーはポスター発表時間に合わせて 500 杯無料配布を行う予定です。 

 
◆ 料金等 募集枠： ２枠（各日 1 枠） を上限に募集いたします。

募集価格：100,000円（税別）／枠 
 

◆ 提出物等 〇提供者看板用の企業ロゴ画像 
データの入稿：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。 

 

○ 配布希望のノベルティやチラシ 
必要となる数量や送付先についてはお申込後、担当者よりご連絡申し上げます。 

 

◆申込締切 2020年5月22日（予定） ※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 
◆ ロゴ画像提出締切 2020年5月22日（予定） 

 
 
 

【抽選会スポンサー ご案内】 

◆ 募集内容 本年会ではポスター・展示会内に抽選コーナーをご用意いたします。 
スポンサーの提供者看板（年会事務局で製作いたします）を抽選会コーナーに設置するほか、    
ノベルティを抽選コーナーに設置、配布していただくことが可能でございます。 

 

◆ 料金等 募集枠： 5 枠 を上限に募集いたします。 
募集価格：100,000円（税別）／枠 

 

◆ 提出物等 〇提供者看板用の企業ロゴ画像 
データの入稿：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。 

 

○ 配布希望のノベルティやチラシ 
必要となる数量や送付先についてはお申込後、担当者よりご連絡申し上げます。 

 

◆申込締切 2020年5月22日（予定） ※募集枠数を満たした場合は受付を終了いたします。 
◆ ロゴ画像提出締切 2020年5月22日（予定） 



 

※通信欄 ： 出品物の内容や出品物に重量物がある場合、その他ご相談事をご記入ください。 

2020 World Conference on Protein Science 
スポンサー・展示会 申込書 

スポンサー締切日：2020年3月9日 （予定）／ 附設展示会締切：2020年3月16日（予定） 
 

下記の通り申込みいたします。

申込社名  

                   

ENG           

申込代表者    氏名 

申込担当者 氏名

所属 

年 月 日 

E-mail お申込み後に受理報告いたします。必ずご記入ください。 

所在地 〒 

住所 

TEL. FAX. 

ホームページ URL. 
 

 

◆ スポンサーシップ申込み ※プラチナ・ゴールド・シルバーに申込みの場合はお手数ですがランチョンセミナー申込書もご提出ください。 
 ※表記金額は消費税を含んでおりません 

 

    スポンサーシップ セット料金 追加項目をご記入ください 数 追加金額 合計 

例）☑ ゴールドスポンサー \ 1,200,000 展示小間 1 小間 250,000 円 1,450,000 円 
 

□ プラチナスポンサー \ 1,500,000  小間 円 円 

□ ゴールドスポンサー \ 1,200,000  小間 円 円 

□ シルバースポンサー \ 1,000,000  小間 円 円 

※電力を使用される場合は別途費用となります。以下の電力申込み欄にご記入の上お申込みください。 

◆ 展示会 申込み ※表記金額は消費税を含んでおりません 
 
 

 
□ A 1タイプ（参加証2枚付） \ 300,000 小間 円 

□ A 2タイプ \ 250,000 小間 円 

□ C タイプ（アカデミック） \ 120,000 小間 円 

□ B タイプ（出版・書籍・翻訳のみ） \ 30,000 小間 円 

● 搬入出の予定 ※空き箱を置くストックスペースがございません。一括搬入計画にご協力ください。 

□ 自社車両（ワゴン、1BOX 車など） □ 富島海運（事務局推奨） □宅配便（ヤマト、佐川急便などのルート便） 

□ 自社手配の運送会社（富島海運、宅配便以外のチャーター、ルート便） □ その他（未定） 

小間タイプ タイプ単価 申込小間数 合計 

例）☑ A 2タイプ \ 250,000 2 小間 500,000 円 

 

電源仮設申込み 

使用電力： 申込容量 

100V ： W 

200V ： 

W（ 単 相 ・ 三 相 ） 

料金： 

 

社名板・プログラム集表記名
 

国際会議の為、表記は英語表記となります。 



 

2020 World Conference on Protein Science 
ランチョンセミナー参加申込書 

年 月 日 
 

会社名 
※必ず和英とも
ご記入ください 

和文 
 

 

英文 

所在地 （〒 ） 
住所 

 
TEL（代表） 

 
 

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須：お申込み後は E-mail でのご案内がございます。 

※スポンサーシップでお申込みの場合は該当セットにチェックしてください 

□ プラチナ □ ゴールド □ シルバー 
申込タイプ LS タイプ①② □ 出展有り or アカデミック等 \600,000（消費税別） 

 
LS タイプ③ 
LS タイプ④ 

□ 出展 なし 
□ 最終日 7 月 10 日（金） 

\700,000（消費税別） 
\300,000（消費税別） 

◆ 発表希望日(LS①~③) 第１希望日： 7 月 
◆ 会場（席数）希望 □ 150 席 

日 第２希望日： 7月 
□ 200 席 

日 

※発表日、会場希望は、原則申込順としますが、最終決定は年会組織委員会にて決定いたしますことをご了承ください。 
 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日4月24日」までにご連絡ください。 

 
 

 

 

 



 

2020 World Conference on Protein Science 
シンポジウム協賛プレゼンテーション 申込書 

 

申込日： 年 月 日 
 

下記のとおり、申込いたします。 

 
 

貴社名 
 

 
 

担当者名 TEL. 
 

 

 
E-mail  

 

お申込みのシンポジウム 
 
◆ 第 1 希 望 

    

セッションNo. 日時. 月 日/時間. ～ 
 
セッションタイトル. 

    

 
 

◆ 第 2 希 望 

    

セッションNo. 日時. 月 日/時間. ～ 
 
セッションタイトル. 

    

 
 

通信欄 ※お問い合わせがございましたらご記入ください。 



 

2020 World Conference on Protein Science

          フライヤー同梱広告申込書  

申込日： 年 月 日 
 

 
下記の通り、プログラム要旨集同梱広告を申込みます。 

 
 
貴社名 

 

 
所在地（〒 － ） 

 
 
 

 
ご担当者 

 

氏 名：  
 

所属部署：  
 

Tel： Fax： 
 

E-mail：  



 

2020 World Conference on Protein Science

各種広告 申込書 
 

 

申込日： 年 月 日 

 

 
下記の広告協賛に申し込ます。（ご希望のメニューをチェックしてください） 

 

□年会ホームページバナー広告 □スクリーン広告 
 

□ドリンクスポンサー □抽選会スポンサー 

 
 
貴社名 

 

 
所在地（〒 － ） 

 
 
 

 
ご担当者 

 

氏 名：  
 

所属部署：  
 

Tel： Fax： 
 

E-mail：  
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