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◆ 開催概要 

 

 ●名称 BMB2015 （Biochemistry and Molecular Biology 2015） 

  第38回日本分子生物学会年会・第88回日本生化学会大会 合同大会 

  （Joint Meeting of Biochemistry and Molecular Biology 2015） 

  

 ●会期 2015年（平成27年）12月1日（火）～12月4日（金） 

 ●会場  神戸ポートアイランド（神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場） 

  

 ●予定参加者数 10,000名 

 

 ●組織委員会 ※2014年11月現在 

   

  第38回日本分子生物学会年会 

 年会長 影山 龍一郎 （京都大学 ウイルス研究所） 

 プログラム幹事 中山 和久 （京都大学大学院 薬学研究科） 

 庶務幹事 仲野 徹 （大阪大学大学院 医学系研究科） 

 

  第88回日本生化学会大会 
 会頭 遠藤 斗志也 （京都産業大学 総合生命科学部） 

 プログラム幹事 田口 英樹 （東京工業大学大学院 生命理工学研究科） 

  庶務幹事 吉森 保 （大阪大学大学院 医学系研究科） 

 

 ◎展示会 会期  2015年（平成27年）12月1日（火）～12月3日（木） 

 ◎展示会 会場  神戸国際展示場 1号館・2号館・3号館 

  〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-11-1 

 

 ポスターイメージ 
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【BMB2015附設展示会‐附設展示会 ご注意と禁止事項】 

 

BMB2015展示会では以下の「ご注意と禁止事項」を設定いたしました。 

皆さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

●ご注意と禁止事項 
 

○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ご注意いただけますよう

お願い申し上げます。 

 

○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

注意いただけますようお願い申し上げます。 

 

○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いただけますようお願い申し上げます。 

 

○その他 

▽BMB2015の期間中、チラシ等の配布について、下記の出展者は自社ブース前で配布を行うことができ

ます。なお、神戸ポートピアホテルにおいては「屋内外」、神戸国際会議場、神戸国際展示場では「屋外」

でのチラシ等配布は禁止です。 

 

ランチョンセミナー共催者は、発表当日の午前中。配布可能場所は、神戸国際会議場のBMB2015利用フ

ロア、神戸国際展示場各館。（神戸ポートピアホテルは禁止） 

※配布するチラシ等には必ずランチョンセミナーのご案内を記載してください。 

 

プラチナ、ゴールドのパッケージスポンサーでお申込みをされた場合は「充電コーナー」において、チラシ

等の配布を行うことができます。 

 

▽自社ブース前にて配布される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。 
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【パッケージスポンサーシップ募集ご案内】 

 

●パッケージスポンサーシップ募集要項 

次のプラチナ、ゴールド、シルバーのパッケージスポンサーシップを募集いたします。 

BMB2015附設展示会は、ポスター発表会場と同会場にて開催されますが、ポスター発表の分野

ごとに建物・会場が異なります。お申込いただきますパッケージスポンサーシップによっては、会

場・出展場所をご指定いただけますので、奮ってお申込みください。 

 

パッケージスポンサーシップ申込締切：2015年4月23日（木） 
※パッケージスポンサーシップのお申込みは、「パッケージスポンサーシップ申込書」にご記入の上、期日までにお送りください。 

 

 

Platinum － プラチナパッケージスポンサーシップ（1～2社限定） 
 

パッケージ価格： 3,500,000円（消費税別） 

 

パッケージ内容： ・ランチョンセミナー、展示小間位置 最優先選択権 

 

 ・ランチョンセミナー ×1枠 

 ・展示小間（Aタイプ） ×2小間 （小間は通常料金にて追加可能） 

 ・HPバナー広告 ×1枠 

 ・メール配信 ×1枠 

 ・スクリーン広告 ×1枠 

 ・充電コーナー ×1枠 （エリアは要相談） 

 ・プログラム集広告（白黒） ×1頁 

 

Gold  － ゴールドパッケージスポンサーシップ（3～5社限定） 
 

パッケージ価格： 2,500,000円（消費税別） 

 

パッケージ内容： ・ランチョンセミナー、展示小間位置 上位優先選択権 

 

 ・ランチョンセミナー ×1枠 

 ・展示小間（Aタイプ） ×1小間 （小間は通常料金にて追加可能） 

 ・HPバナー広告 ×1枠 

 ・スクリーン広告 ×1枠 

 ・充電コーナー ×1枠 （エリアは要相談） 

 ・プログラム集広告（白黒） ×1頁 

 

※プラチナならびにゴールドスポンサー限定：充電コーナーの設置 

充電コーナーは、貴社ブース付近の休憩スペースの一部にコンセントを設置し、参加者がモバイル機器等の充電を行

えるスペースです。貴社が同コーナーのスポンサーである旨を表示し、同区画は他の休憩スペースとロープ等で区切

ります。また、充電コーナー内ではお申込者のみがチラシ配布やアンケート等や飲料提供（事務局指定のケータリング

会社のみ）を行っていただけます。 
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パッケージスポンサーシップ申込締切：2015年4月23日（木） 
※パッケージスポンサーシップのお申込みは、「パッケージスポンサーシップ申込書」にご記入の上、期日までにお送りください。 

 

 

Silver  － シルバーパッケージスポンサーシップ（10社限定） 
 

パッケージ価格： 2,000,000円（消費税別） 

 

パッケージ内容： ・ランチョンセミナー、展示小間位置 優先選択権 

 

 ・ランチョンセミナー ×1枠 

 ・展示小間（Aタイプ） ×1小間 （小間は通常料金にて追加可能） 

 ・プログラム集広告（白黒） ×1頁 

 
 

Bronze － ブロンズパッケージスポンサーシップ（10社限定） 
 

パッケージ価格： 450,000円（消費税別） 

 

パッケージ内容： ・展示小間（Aタイプ） ×1小間 （小間は通常料金にて追加可能） 

 ・シンポジウム協賛プレゼンテーション 

  ×1枠 

 

 

※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」といたします。 

※ランチョンセミナー、出展小間位置の指定は2015年6月末までにお決めいただく予定です。指定の詳細についてはスポンサーシッ

プお申込み後、担当よりご連絡いたします。 

※各パッケージに含まれる出展小間数以上のお申込みは、1小間あたり\420,000（消費税別）にて承ります。 

※プログラム集広告の掲載枠（例：カラーへ変更）、掲載ページ数の変更も可能でございます。詳細は展示会事務局へお問い合わ

せください。 

※各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。 

 

 

 

パッケージスポンサーシップのお申込みは、「パッケージスポンサーシップ申込書」にご記入の上、 

2015年4月23日までに申込先までお送りください。 

 

○申込先 

BMB2015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 岩波書店一ツ橋別館4Ｆ 

Tel. 03-3230-2744 Fax. 03-3230-2479 

E-mail. e_15bmb@aeplan.co.jp 
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【ランチョンセミナー募集要項】 

ランチョンセミナーは、プログラムの一環としてBMB2015とセミナーお申込者との共催にて開催されます。 

 

◆日時： 2015年12月1日～4日の4日間 

 発表時間：60分（昼食時間帯を予定） 

 1日6～9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： 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場 

 上記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 

 

◆募集枠数： 最大32枠 

 

◆申込方法：  パッケージスポンサー申込書または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、申込先ま

でFaxまたはE-mailにてお送りください。 

 発表日・会場のご希望は、パッケージスポンサーシップ申込を優先いたします。 

優先権等が同クラスの場合、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。 

 申込書を送付後には、展示会事務局まで必ずお電話にて到着確認をお願いいたします。 

 

◆共催費： 1,300,000円（消費税別）－会場費、講演設備費を含む 

 

◆申込締切： 2015年7月10日（金） 

 

◆申込先： BMB2015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 岩波書店一ツ橋別館4Ｆ 

 Tel. 03-3230-2744 Fax. 03-3230-2479 

 E-mail. e_15bmb@aeplan.co.jp 

 

◆セミナー共催者には… 

①BMB2015参加証を3枚進呈いたします。 

※お願い：ご依頼される講演者が日本分子生物学会または日本生化学会の会員である場合、講演者には通常

の参加登録をなさっていただけますようお願い申し上げます。 

②ランチョンセミナー時のみに来場されるスタッフ用に「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。） 

③BMB2015プログラム集を1部進呈いたします。 

④1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、展示会事務局までご連絡ください。なお、

複数社でお申込みいただいた場合も上記①～③の配布物は、代表申込者に1セットお渡しいたします。 

 

◆セミナー整理券配布方法： 

 ・整理券を発行いたします。 

 ・整理券は事務局で用意いたします。 

 ・配布場所は未定です。 
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◆備考 

 

●分子生物学、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喜作して下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。なお、組織委員会との共催ですので、自社製品の宣伝に終始することなく、できるだけア

カデミックな内容であるよう留意してください。 

 

●発表言語：講演は日本語及び英語のいずれでも可能です。 

 

●講師への交通・宿泊費、謝礼、講演資料や発表会場入り口前の看板等の製作費等はセミナー共催者の負担とさせてい

ただきます。 

 

●時間帯が昼食時に当たりますので、昼食のご用意をお願いいたします。 

○お弁当やサンドイッチ等とドリンクのセット；単価1,200円（消費税別）程度。数量はセミナー共催者に決定していただきま

す。昼食代は別途ご請求となります。 

○昼食の発注は、申込締切日後に事務局が各社へ発注数を連絡・確認を行い、一括発注いたします。 

 

●講演設備について 

ご用意しております標準的な講演設備（液晶プロジェクター等の映像機材、マイク等の音響設備、映像・音響・照明等の

各係員）は共催費に含まれております。昼食配布要員は含まれておりません。 

その他、ビデオ撮影や録音、オーバーヘッドプロジェクター等の機材関係を用意する場合には別途費用となりますので、

展示会事務局へお問合わせください。 

 

●セミナー共催者が、「BMB2015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 

プログラム編成は組織委員会で決定し、事務局よりセミナー共催者に連絡します。 

編成の際には、最低限メインテーマと各演者名・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 

BMB2015で発行いたしますプログラム集に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） 

 掲載原稿締切日（予定）  ・プログラム掲載原稿：2015年9月中旬 

 ・要旨掲載原稿：2015年9月中旬 

 

●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。配布可能な場所は神戸国際会議場内の利用フロア、神戸国際展示場の館内のみとなります。（神戸ポートピアホ

テル、屋外での配布は禁止） 

 ○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、BMB2015参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、BMB2015への参加登録が必要となります。 
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【附設展示会募集要項】 

＜出展にあたり＞ 

 

○展示会 会期 2015年12月1日～3日の3日間  

  展示会 時間 10：00 ～ 18：45  ※ポスター発表 終了時間が、18：45です。 

※BMB2015会期は2015年12月1日～4日の4日間ですが、展示会は上記の3日間となります。 

 

○展示会 会場 神戸国際展示場 1号館1階・2階、2号館1階、3号館 

 

 

○展示会場について 

BMB2015の附設展示会場はポスター発表会場と同会場となりますが、ポスター発表の分野ごとに会場となる建物・フロア

が異なります。そのため、出展申込書では、どのポスター発表分野と同じ会場を希望されるかをお伺いいたします。 

ただし、申込みの状況によりご希望会場での出展をお約束するものではございません。ご了承ください。 

 

パッケージスポンサーシップでのお申込みですと、出展する会場・小間位置をご指定いただけるプランもございます。 

 

【ポスター発表分野と会場について】（予定） 

神戸国際展示場 1号館1階：（分野名）細胞の構造と機能、（分野名）細胞応答 

1号館2階：（分野名）糖質生物学・脂質生物学、（分野名）タンパク質、（分野名）酵素・レドックス・ 

生体エネルギー、（分野名）植物、農生物学、食品科学 

2号館1階：（分野名）ゲノムと遺伝情報、（分野名）バイオテクノロジー、新領域、進化 

3号館1階：（分野名）発生・再生、（分野名）疾患生物学、（分野名）神経科学、（分野名）その他 

 

※ポスター発表分野について、巻末に参考資料がございますので、そちらもご参照ください。 

 

○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 

BMB2015では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。 

 

 附設展示会へ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、プログラム集の提供 

展示申込者（代表社）には、BMB2015参加証を1枚、プログラム集を1冊ご提供いたします。ただし、Bタイプでのお申込み

の場合は参加証のご提供はなく、プログラム集のみとなります。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、プログラム集1冊となります。 

アカデミックタイプでお申込みの場合は、参加証、プログラム集共に提供はございません。ご了承ください。  
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◇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 既定の申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

申込書をFaxでお送りいただく際には、送信・受信エラー等により申込書が届かない場合や確認できな

い場合がございます。必ずお電話にて到着確認を行ってください。 

 

◇申込締切日 2015年7月30日（木） 

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。 

注意 ： パッケージスポンサーシップの申込締切日は異なります。 

 

◇申込書の受理  

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 2015年10月30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。組織

委員会が解約を認めた場合でも、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 

2015年7月30日までに受領した場合…請求額（出展料金）の50％の金額をお支払いいただきます。 

2015年7月31日以後に受領した場合…請求額（出展料金）の全額をお支払いいただきます。 

 

◇申込み・問合せ先 

株式会社エー・イー企画 担当：安藤 敬・長瀬 仁 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4階 

Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479 

E-mail（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp 
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◇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。（パッケージスポンサーシップを除く） 

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、お申込

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。 

 

◇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、申込書に出品台

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。 

 

◇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。出展者が200社以上（予想）参加され、どちらの出展者も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企業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）。 

・出展申込み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

布場所としては会場となる建物内のみ） 

 

●学会附設の展示会のため、展示会にはBMB2015参加者のみご入場いただけます。無料招待状などはござい

ません。 

 

●展示会見学用の有料見学証を会期当日に販売する予定です。 

 

◆出品物の搬入・搬出の日程（予定） 

搬入： 2015年11月30日（月）13:00～18:00 

搬出： 2015年12月3日（木）19:00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。 
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◆小間タイプと小間料金 
 

申込締切日：2015年7月30日（木） ※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：400小間 
 

● Aタイプ ：小間料金 420,000円（消費税別）/小間 

電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。 

※詳細は電力申込書をご覧ください。 
 

● Bタイプ ：小間料金 130,000円（消費税別）/小間 

電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。 

※詳細は電力申込書をご覧ください。 

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 ： W1,800×D1,800×H2,400mm 

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

（FL40W）、 イス1脚（複数小間申込みの場合は異なります） 

●バック・ソデパネルは、ベニヤパネルを使用し、加工紙表装いたします。

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、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。 

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。 

◆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。 

●小間サイズ ： W1,800×D900×H750mm 

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

 

◆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、電力申込書に必要事項をご記入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。 

詳しくは、電力申込書をご覧ください。 
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BMB2015プログラム集広告掲載募集 

※2014年11月20日現在 予定 

BMB2015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。 

BMB2015参加者のみならず、日本分子生物学会の全会員、日本生化学会の全会員にも配布され、発行部数は

27,000部を予定しております。ぜひ広告宣伝媒体として、ご活用いただければと存じます。 

 

 

 

◇広告掲載料金 

掲載場所 掲載料金 

 表 4 （4色） …270,000円（税別） 

 表 3 （4色） …220,000円（税別） 

 表 2 （4色） …240,000円（税別） 

 後付 （白黒） …120,000円（税別） 

 後付 （4色） …180,000円（税別） 

 

 

 

 

 

 

【申込先】 

株式会社エー・イー企画 BMB2015 プログラム広告係 

〒101‐0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4F 

TEL.03-3230-2744  FAX.03-3230-2479  E-mail.adinfo@aeplan.co.jp 

 

 

BMB2015「プログラム集」広告掲載申込書 

 

下記の通り、広告掲載の申し込みをいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

貴 社名 ：    

部 署名 ：   
ご担当者名： 

E-mail： 

住 所 ：  〒 
TEL： 

FAX： 

掲載場所 スペース 金額 

表4 ・ 表2 ・ 表3 

後付（白黒） ・ 後付（カラー） 
ページ 円 

◇発行日 2015 年 10 月中旬 

◇申込締切 2015 年 7 月 20 日 

◇原稿締切 2015 年 7 月 30 日 

◇版型サイズ A5 判（天地 210×左右 148mm） 

◇広告サイズ 1 頁 天地 180×左右 125mm 

  （白黒・カラー共にブリード（裁ち落とし）は不可） 

◇入稿形態 白黒・カラー 
…完全データで入稿ください 

  校正紙（出力見本）を添付 

（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  

 －FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。使用した OS と

Illustratorのバージョンを明記してください。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。 
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BMB2015各種広告掲載募集 

※2014 年 12月 19日現在 予定 

BMB2015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、ご活用いただければと存じます。 

 

■バナー広告  ◆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 ： 200,000円（税別）/枠 

 

◆募集内容 BMB2015ホームページへのバナー広告掲載を募集いたします。 

ホームページ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。 

 

募集数：  最大10枠までの受付 

掲載サイズ： W 270 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。 
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■アプリバナー広告 ◆申込締切日 2015年 7月31日（予定） 

 

料金 ： 100,000円（税別）/枠 

 

◆募集内容 スマートフォン等向けの演題要旨閲覧アプリへのバナー広告掲載を募集いたします。 

詳細については別途お問合せください。 

 

募集数：最大 5枠までの受付 

 

バナーデータご用意ください。 

システム製作会社がiPad用、iPhone用、Android用に置換えます。 

バナーデータサイズ： 天地 210 px ×左右 1,536 px 

データ画像形式：  PNG ファイル 

リンク先URLをご指示ください。 

バナーデータ提出期限： 2015年 8月31日（予定） 

※提出期限以降のデータ修正、リンク先変更はできませんので、予めご了承ください。 

 

 

■スクリーン広告 ◆申込締切日 2015年 10月1日（予定） 

 

料金 ： 200,000円（税別）/枠 

 

◆募集内容 12/1～4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、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画像は会期中の全

日投影いたします。 

  

◆募集枠数： 10枠（1枠：60秒）程度 を上限に募集いたします。 

 

※ 申込企業様にはPR用の画像データをご用意いただきます。 

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、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 

 

【お問合せ・お申込み先】 

株式会社エー・イー企画 担当：安藤 敬・長瀬 仁 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4階 

Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479 

E-mail（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp 
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申込日：      年     月     日 

BMB2015各種広告掲載 申込書 

 

 

下記の通り、 

 

□ バナー広告（大会ホームページ）         枠（200,000円 消費税別/枠）を申込みます 

□ アプリバナー広告         枠（100,000円消費税別/枠）を申込みます 

□ スクリーン広告         枠（200,000円消費税別/枠）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： 

 
 

【お問合せ・お申込み先】 
 

BMB2015展示会事務局（㈱エー・イー企画内） 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4F 

Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 
E-mail：e_15bmb@aeplan.co.jp 
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BMB2015 メール配信広告 募集 

※2014年11月20日現在 予定 

◆募集内容 BMB2015では会期前に事前参加登録者へメール配信を行います。 

 その際、配信するコンテンツ上段に掲載することができるテキスト広告を募集いたします。 

 PRメディアとして是非ご利用ください。 

 

◆事前参加登録者数  約6000名（過去開催実績より勘案） 

 

◆コンテンツ シンポジウム、企画ワークショップ等、セミナー内容を配信予定 

 

◆配信予定 2015年11月上旬より週1回ペース、計3回配信予定 

 

◆募集数 1配信あたり最大 3枠 

 

◆費用 100,000円（消費税別） 

  

◆掲載文字数 全角35文字×最大6行まで（社名やURL等を含む） 

 

◆掲載場所 上記コンテンツの上段に、上からお申し込み順にて掲載します 

 

◆申込/原稿締切 配信日5営業日前まで受付けます。 

申込書ならびに配信原稿を申込先までE-mailにてお送りください 

 

◆備考  配信確認として、配信後、E-mailにて広告掲載メールを送信いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ・お申込み先】 

株式会社エー・イー企画 担当：安藤 敬・長瀬 仁 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4階 

Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479 

E-mail（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp 
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申込日：      年     月     日 

BMB2015 メール配信広告 申込書 

 

 

下記の通り、 BMB2015メール配信広告を申し込みます 

 

 配信日（予定）  □ 2015年11月 1週目      枠（10万 消費税別/枠） 

    □ 2015年11月 2週目      枠（10万 消費税別/枠） 

    □ 2015年11月 3週目      枠（10万 消費税別/枠） 

 

 

貴社名 

 

 

所在地（〒    －    ） 

 

 

ご担当者 

 

   氏  名：               

 

   所属部署： 

 

   Tel：          Fax： 

 

   E-mail： 

 
 

【お問合せ・お申込み先】 
 

BMB2015展示会事務局（㈱エー・イー企画内） 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4F 

Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 
E-mail：e_15bmb@aeplan.co.jp 
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BMB2015 シンポジウム協賛プレゼンテーション 募集 

※2014年11月20日現在 予定 

 

BMB2015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。

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・申込方法＞ 

 

◆参加資格 BMB2015出展者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も可能です。 

 

◆参加費： 50,000円（消費税別）/シンポジウム 

 

◆申込締切： 2015年10月30日（金） 

 

 

※シンポジウムの詳細は、後日、公開いたします。 

 

 

 

【お問合せ・お申込み先】 

株式会社エー・イー企画 担当：安藤 敬・長瀬 仁 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4階 

Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479 

E-mail（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp 
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BMB2015「シンポジウム協賛プレゼンテーション」参加申込書 

 

下記のとおり、参加申込いたします。 

 

 

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. 

 

 

 

【お問合せ・お申込み先】 
 

BMB2015展示会事務局（㈱エー・イー企画内） 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 岩波書店一ツ橋別館4F 

Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 
E-mail：e_15bmb@aeplan.co.jp 
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【 資料 】 BMB2015ポスター発表分野 会場一覧 ※2014年 11月 20 日現在予定 

附設展示会は、下表のポスター発表分野と同会場となります 

 

分野 項目 ポスター ・ 展示会場 

1.糖質生物学・脂質生物学 糖タンパク質・プロテオグリカン 神戸国際展示場 1号館 2階 

  レクチン   

  糖鎖関連酵素   

  グライコミクス   

  糖脂質   

  リン脂質   

  生理活性脂質   

  ステロール、ステロイド、リポタンパク質   

  脂肪酸、貯蔵脂質   

  リピドミクス   

  その他   

2.タンパク質 構造生物学、機能予測 神戸国際展示場 1号館 2階 

  フォールディングと品質管理   

  タンパク質分解   

  タンパク質修飾   

  プロテオミクス   

  その他   

3.酵素・レドックス・生体エネルギー 酵素の反応機構、調節、阻害 神戸国際展示場 1号館 2階 

  酸化還元酵素、金属酵素   

  酵素一般   

  補酵素、ビタミン、ミネラル   

  生体エネルギー変換、電子伝達系   

  その他   

4.細胞の構造と機能 トランスポーター 神戸国際展示場 1号館 1階 

  核と細胞小器官の構造と機能   

  細胞内物流システム   

  オートファジー   

  細胞骨格、細胞運動、細胞接着、細胞外マトリックス   

  細胞周期、細胞分裂、細胞極性   

  アポトーシス、細胞死   

  その他   

5.細胞応答 細胞外シグナル分子、受容体、イオンチャネル 神戸国際展示場 1号館 1階 

  核内受容体   

  Gタンパク質、シグナル伝達タンパク質   

  プロテインキナーゼ、ホスファターゼ   

  ストレス応答、レドックス応答   

  その他   
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分野 項目 ポスター会場 

6.ゲノムと遺伝情報 ゲノム、染色体、核の構造と機能 神戸国際展示場 2号館 1階 

  クロマチン、エピジェネティクス   

  DNA複製、DNA組換え、DNAの変異と修復   

  転写調節   

  RNAプロセシング、輸送、翻訳、非コードRNA   

  その他   

7.発生・再生 生殖細胞、受精 神戸国際展示場 3号館 

  初期発生、器官形成、形態形成   

  幹細胞、細胞分化   

  発生工学、再生医療   

  その他   

8.疾患生物学 がん 神戸国際展示場 3号館 

  免疫、免疫疾患   

  感染症   

  代謝疾患、生活習慣病、メタボロミクス、老化   

  脳、神経、精神疾患   

  遺伝性疾患   

  診断・検査、異物代謝、毒性学   

  その他   

9.神経科学 神経系の発達と分化 神戸国際展示場 3号館 

  シナプス伝達、可塑性、記憶、学習、行動   

  感覚、生物時計、光周性   

  その他   

10．植物、農生物学、食品科学 植物のオルガネラ、細胞、器官形成 神戸国際展示場 1号館 2階 

  植物ゲノムと遺伝子、オミックス解析   

  光合成、環境応答、植物病原微生物   

  植物ホルモンと情報伝達   

  農生物学、食品科学   

  その他   

11．バイオテクノロジー、新領域、進化 バイオインフォマティクス 神戸国際展示場 2号館 1階 

  システムバイオロジー、合成生物学   

  分子進化、分類   

  オミックス解析技術（ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス）   

  遺伝子工学、核酸工学、ゲノム編集   

  タンパク質工学、抗体工学、細胞工学   

  ケミカルバイオロジー   

  バイオイメージング、バイオセンサー   

  その他   

12．その他 その他 神戸国際展示場 3号館 
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BMB2015 パッケージスポンサーシップ 申込書 
申込締切日：2015 年 4 月 23日 

申込日：       年      月     日 

 

◆申し込まれるパッケージスポンサーシップにチェックしお申込みください。 

 

チェック欄 パッケージスポンサーシップ プラン パッケージに含まれる展示小間数と

ランチョンセミナー枠数 他 
パッケージ 料金（消費税別） 

 Platinum 
プラチナパッケージスポンサーシップ 

展示小間 ×2 小間 

ランチョンセミナー 1 枠 
3,500,000 円 

 Gold 
ゴールドパッケージスポンサーシップ 

展示小間 ×1 小間 

ランチョンセミナー 1 枠 
2,500,000 円 

 Silver 
シルバーパッケージスポンサーシップ 

展示小間 ×1 小間 

ランチョンセミナー 1 枠 
2,000,000 円 

 Bronze 
ブロンズパッケージスポンサーシップ 

展示小間 ×1 小間 
シンポジウム協賛プレゼンテーション 

450,000 円 

 

※ お手数をおかけいたしますが、展示会、ランチョンセミナーのお申込書もご記入ください。 

 

※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。 

※パッケージに含まれる内容についての詳細は、各募集要項の詳細をご覧ください。 

 

通信欄 ※お問合わせがございましたらご記入ください。 

 

 

        

●お問合せ申込書送付先 ： BMB2015 展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内） 

 FAX. 03-3230-2479  ／  TEL. 03-3230-2744  E-mail（専用） e_15bmb@aeplan.co.jp 

申込社 
日本語、英語を両

方ご記入ください 

JPN 

 

ENG 

 

所 在 地 

（〒       －       ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 
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BMB2015 ランチョンセミナー申込書 
申込締切日：2015 年 7 月 10 日 

申込日：       年      月     日 

 

0. パッケージスポンサーシップでお申込み □ Platinum（1）   □ Gold（1）   □ Silver（1） 

パッケージスポンサーシップでお申込みの場合でも、こちらの用紙にご記入ください。 

※ランチョンセミナー追加される場合はお手数ですが、お問合せください。 

 

1.お申込み 1,300,000 円/1 枠（消費税別）  ×     枠 ＝                  円（消費税別） 

   

 

※発表希望日をご記入ください。また希望される席数にもチェックをお願いします。 

 

 

 第 1 希望:  11 月     日 第 2 希望: 11 月     日 

 

 

 希望席数 ： □ 200 席未満    □ 200 席 ～ 300 席   □ 300 席 程度 

 

 

通信欄 ※お問い合わせがございましたらご記入ください。 

 

  

         

 

●お問合せ申込書送付先 ：BMB2015 展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内） 

 FAX. 03-3230-2479  ／  TEL. 03-3230-2744  E-mail（専用） e_15ｂｍｂ@aeplan.co.jp 

事務局欄 受理：  送信： 請求： 小間 No 

  

申込社 
日本語、英語を両

方ご記入ください 

JPN 

 

ENG 

 

所 在 地 

（〒       －       ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 
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BMB2015 展示会 申込書 ①  
申込締切日：2015 年 7 月 30 日 

申込日：       年      月     日 

 

0. パッケージスポンサーシップでお申込み □ Platinum（2）   □ Gold（1）   □ Silver（1）    □ Bronze（1） 

パッケージスポンサーシップでお申込みの場合でも、こちらの用紙にご記入ください。 

※展示小間数を追加される場合は以下 Aタイプにチェックし、追加分の申込小間数をご記入ください 

 

1. 申込タイプ   

※B タイプのお申込みは、書店・出版社、翻訳・校正サービスに限ります。これ以外は Aタイプで申込となります 

チェック タイプ 小間単価 
（消費税別） 

 申込 小間数 合計金額 
（消費税別） 

 

 A タイプ 420,000 円     

 B タイプ（書店・出版社、

翻訳・校正サービスに限る） 
130,000 円     

       

チェック 
パッケージスポンサーシップで 

小間数を追加される場合 

パッケージ付 

小間数 

追加される 

申込小間数 

追加小間 合計

金額（消費税別） 

申込小間 

合計数 

 Platinum 

追加小間は、A タイプに

なります。 

小間単価（（消費税別）） 

420,000 円 

2 小間    

 Gold 1 小間    

 Silver 1 小間    

 Bronze 1 小間    

※ 続けて申込書②もご記入ください 

●お問合せ申込書送付先 ：BMB2015 展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内） 

 FAX. 03-3230-2479  ／  TEL. 03-3230-2744  E-mail（専用） e_15ｂｍｂ@aeplan.co.jp 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No 

  

申込社 
日本語、英語を両

方ご記入ください 

JPN 

 

ENG 

所 在 地 

（〒       －       ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mailアドレス： 

※申込後にご連絡いたします 

ので必ずご記入ください。 
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BMB2015 展示会 申込書 ②  

申込締切日：2015 年 7 月 30 日 

 

2. 出展を希望される会場をご記入ください。 ※希望会場は、22 ページの「BMB2015 ポスター発表分野・項目」をご参照ください。 

 

第 1希望会場 ：       号館       階     第 2希望会場 ：       号館       階 

※ご希望の記載が無い場合は、希望者を優先いたします。また、申込書の受理順に希望会場を優先いたしますことをご了承ください。 

3. 出品台の有無 ※既設出品台は出品料金に含まれておりますが、出品台が不要な場合には事前にお知らせください。 

  申込み小間数   小間の内   小間分の出品台が 不 要  

4. 特別装飾を専門会社に依頼し施工予定の場合は、チェックをしてください。  □ 自社にて特別装飾を予定 

5. 搬入出の予定について  ※搬入計画にご協力ください。 

□ 自社車輌 □ 富島海運（事務局推奨） □ 宅配便（ヤマト、佐川急便等のルート便） 

□ 自社手配の運送会社（チャータートラックなど） □ 未定・その他 

6. 展示出品物について ※出品物の主製品などご記入ください。小間割の際に必要です。また、重量物（100kg 超え）がある場合もご記入ください。 

 

 

●お問合せ申込書送付先 ：BMB2015 展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内） 

 FAX. 03-3230-2479  ／  TEL. 03-3230-2744  E-mail（専用） e_15ｂｍｂ@aeplan.co.jp 

事務局欄 受理： 送信： 請求： 小間 No 

申込社  

展示出品物 サイズ（幅×奥行×高さ mm） 重量（kg）  ※通信欄 
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 BMB2015電源仮設・電力申込書 
申込締切日：2015 年 7 月 30 日 

申込日：       年      月     日 

 

使用電力料は、出品料金に含まれておりません。 

電力を必要とする製品、別途特別装飾をされる照明等の電力は、本申込書に必要事項を記入の上申込みください。 

電源仮設工事費および消費電力料金は出展者の負担となります。 

 

●A タイプ、アカデミックタイプの基礎小間には、照明用の蛍光灯（40W：パラペット裏設置）が 1小間に付き 1本付きます。 

●B タイプの基礎小間には、照明設備は付いておりません。 

●ご請求は、会期後請求いたします。 

●電力料金は次のとおりです。 

 100Vでの電力供給の場合：小間内へコンセント（2口）で供給します 

  500Wまで 30,000 円（コンセント 1個付属/消費税別） 

 501W以上 1KW まで 35,000 円（コンセント 1個付属/消費税別） 

 ・ 1KW以上のご使用の場合は、1KW ごとに 15,000 円（消費税別）を加算させていただきます。 

 ・ コンセント数は、1KWごとに 1個付属します。 

 

※コンセントを追加される場合やアースが必須の場合には、別途費用となります。 

※200V（三相・単相）を申込みの場合、100V とは別に別途電源仮設工事が必要となり割高になります。ご了承ください。 

※特別装飾をされる場合にコンセント供給ではなく、ブレーカーでの供給を希望される場合には、申込書にチェックをし申込みください。ブ

レーカー以降の 2次側電気工事は自社にて施工してください。また、ブレーカー位置を後日図面にて提出してください。 

◆ 申 込 先： 株式会社 エー・イー企画    展示会事業部 

  〒101-0003 千代田区一ツ橋 2-4-4 岩波書店一ツ橋別館 4F 

  FAX. 03-3230-2479 TEL. 03-3230-2744 

月 日 

 

◆ 以下のとおり電力使用を申し込みます。 

 

100V W  電力料金 円 

200V W - □ 単相  □ 三相 電力料金  お問合せください 

□ 特別装飾等でブレーカーでの供給を希望される場合はチェックしお申込みください 

申込先：㈱エー・イー企画 ／ FAX. 03-3230-2479 
Tel. 03-3230-2744        E-mail（専用） e_15ｂｍｂ@aeplan.co.jp 

 

 事務局欄 受理： 請求： 小間 No 

  

申込社  

所在地 

（〒       －       ） 

住 所 

 

 

ご担当者 

氏名  TEL  

所属部署 FAX 

E-mail アドレス： 
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