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◎ 第89回日本生化学会大会は ・・・

◆メインテーマは 「生化学の創造的復興」 です

◆サブテーマとして、生化学と創薬・疾患・酸素・ゲノムについてPlenary lectureおよび企

画シンポジウムを計画

◆出展者との特別情報会・交流会を企画します

●特別情報会の演者は、文部科学省ライフ課、AMED理事長、PMDA理

事、がん研究所所長、東北メディカルメガバンク機構長等に依頼し、

生化学と今後の研究トレンドについて講演をいただく予定です

●講演後には、情報交換交流のミキサーを実施します

●この特別情報会に参加できるのは、出展者（出展規模により参加者を

制限させていただきます）と演者、生化学会評議員、大会幹事に限定

します

◆展示会場は、参加者と交流が取れやすいように配置します

◆ランチョンセミナーは事前参加登録制とし、情報を主催者に事前にお渡しします

◆出展者には大会幹事、プログラム委員、企画シンポジウム座長の所属情報等を事前

開示いたします

◆仙台開催は、第68回大会の1995年（平成7年）以降 ２０年ぶりの開催です

◆会場構成 – 仙台国際会議センター会議棟と展示棟（2015年完成）と東北大学川内

キャンパスとなります。

◆アクセスが便利 - 会場への地下鉄が2015年12月に開通し、仙台駅よりアクセスが

非常に良くなります

◆宮城県・仙台市と協力体制 - 本大会は数千人規模の学会としての試金石となるも

のですので他学会の誘致のため、宮城県・仙台市とも協力しております

以上のような理由で、2016年生化学大会に是非とも協賛をいただきたく存じます。 
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また、日本生化学会は 

１）公益社団法人として認定を受けております

したがって、学術および科学技術の振興を目的とする事業等、且つ（法人

や社員のためではなく）不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する

「公益目的事業」を行っております。 

２）医学会分科会の123学会のうち4番目に加盟する学会です

本会は分科会という位置付けだけでなく、医学会が法人化した時の発起

人（幹事学会）でもあり医学会での議決権を持っています。また本会の会

員から数名の役員が選ばれています。 

３）国際学術会議へ多大に貢献しております

本会はFederation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular 

Biologists (FAOBMB)の日本代表学会（１学会のみ）です。 

またInternational Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)に

おいては、本会監事の中野明彦先生が次期Auditor、福井清先生は現

Presidentです。2017年では合同で大会を開催することが決まっております。 

第89回日本生化学会大会 

会頭 山本 雅之 

東北大学大学院医学系研究科 
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◆ 開催概要

●名称 第89回日本生化学会大会 

The 89th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society 

●会期 2016年（平成28年） 9月 25日（日）～ 9月 27日（火） 

●会場 仙台国際センター、東北大学 （予定） 

◎展示会場 ： 仙台国際センター 展示場

●予定参加者数 4,000名 

●プログラム ・特別講演

・シンポジウム

・一般演題：口頭発表、ポスター発表

・バイオインダストリー（ランチョン）セミナー

・附設展示会 … その他 

●組織委員会 （2015年8月27日現在）

会頭 山本 雅之 東北大学 

総務幹事 本橋 ほづみ 東北大学 

プログラム幹事 高橋 智 筑波大学 

幹事補佐 伊東 健 弘前大学 

幹事補佐 赤池 孝章 東北大学 

幹事補佐 深水 昭吉 筑波大学 

幹事補佐 清水 律子 東北大学 

プログラム委員 

青木 淳賢 東北大学 

五十嵐 和彦 東北大学 

一瀬 白帝 山形大学 

稲葉 謙次 東北大学 

入江 賢児 筑波大学 

内田 隆史 東北大学 

依馬 正次 滋賀医科大学 

大根田 絹子 高崎健康福祉大学 

片桐 秀樹 東北大学 

木下 賢吾 東北大学 

久下 周佐 東北医科薬科大学 

熊谷 嘉人 筑波大学 

久場 敬司 秋田大学 

小柴 生造 東北大学 

小林 聡 同志社大学 

小林 牧 京都大学 

小林 麻己人 筑波大学 

小松 雅明 新潟大学 

酒井 寿郎 東京大学 

澤 智裕 熊本大学 

鈴木 教郎 東北大学 

高井 俊行 東北大学 

高橋 砂織 秋田県総食研 

田代 聡 広島大学 

田中 耕三 東北大学 

谷本 啓司 筑波大学 

千葉 奈津子 東北大学 

辻田 忠志 佐賀大学 

中島 修 山形大学 

西森 克彦 東北大学 

萩原 正敏 京都大学 

原田 昌彦 東北大学 

久武 幸司 筑波大学 

福田 光則 東北大学 

藤井 順逸 山形大学 

古山 和道 岩手医科大学 

水野 健作 東北大学 

森口 尚 東北医科薬科大学 

安田 純 東北大学 

吉田 稔 理研 
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◆ 大会収支予算計画

（1）収入の部

費目 予算 備考 

（1）参加費

事前･当日 参加費

22,880,000 一般会員・学生会員・非会員 

（2）補助金 2,864,000 学会本部補助金 

（3）共催セミナー収入 5,616,000 バイオインダストリーセミナー 

（ランチョンセミナー）

（4）展示会収入 31,536,000 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 1,512,000 ホームページバナー等

（6）寄付金 14,915,000 日本製薬団体連合会、仙台市、

その他 

計 79,863,000 

（2）支出の部

※2016 年 4 月 2 日現在 

費目 予算 備考 

（1）会議準備費 15,683,336 印刷・製作、通信･運搬費等 

（2）会議当日費 28,119,050 会場、付帯設備、機材・設営、

等 諸経費 

26,303,826 展示全般、付帯設備、機材・設

営、業務委託、スタッフ 等 諸

経費 

（3）事後処理費 10,026,771 人件費、業務委託費、その他諸

経費等 

計 79,863,000 
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大会日程表 ※2015 年 9 月 25 日現在
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【附設展示会募集要項】 

＜出展にあたり＞ 

○展示会 会期 2016年 9月25日（日） ～ 27日（火）の3日間 

展示会 開催時間 ： 未定 ※プログラム確定次第大会ホームページに掲載 

○展示会 会場 仙台国際センター 展示棟 

〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地 

◇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 2016年6月15日 

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。 

◇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 2016年 8月31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

2016年6月15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。 

2016年6月16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。 
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◇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（第89回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_16jbs@aeplan.co.jp

◇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。 

※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。100社程の出展者（予想）が参加され、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者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、展示会には第89回日本生化学会大会参加者のみご入場いただけます。無料招

待状はございません。 

◆出品物の搬入・搬出の日程（予定）

搬入： 2016年 9月24日（土） 14:00～18:00 

搬出： 2016年 9月27日（火） 展示会 終了後 

※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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■ 展示会 Aタイプ ３小間以上お申込みの場合 

※表記の金額は全て消費税を含んでおりません 

 

展示会 Aタイプ 3小間以上お申込みの場合は、以下の割引特典を適用いたします。 

 

申込条件： 附設展示会 Aタイプ（\250,000/1小間） を 3小間以上お申込み 

 

 

割引特典： 3小間以上のお申込みは ・・・ 

 

Aタイプ 1小間料金 \250,000 を 10％OFF → ¥225,000  

 3小間の出展料金合計 \750,000 が、  

10％OFF（\７５,０００）で  ¥675,000 です 

小間の間口も ２小間 W ３．６m に対し 

３小間は W ５．４m となり、参加者へのアピールアップ！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小間数アップをご検討ください！ 
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◆ 展示会 会場レイアウト 案 ◆ 2015 年 8 月末現在予定 

仙台国際センター展示場 
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展示会出展「無料特典」のご案内 

附設展示会に出展いただきますと、以下の無料特典を利用いただけます。 

但し、申込制となっておりますので、各々の特典を確認し、申込みの上ご利用ください。 

 

① 展示会場内「PR ポスターパネル」 のご提供 

（附設展示会申込の際にお申込みください） 

 

ポスター・展示会場内の一画に、出展者 PR 用のポスターパネルを用意 

します。アプリケーション例の表示や製品に関してのポスターを貼付 

いただけます。 

ポスター内容は学術的な内容に限らず、製品ＰＲや事例等でもかまい 

ません。 

特にポスター発表時間は設けていません。 

なお、ポスターパネルのご用意は申込み制となります。 出展申込みの際に「PR ポスターパ

ネル」に申込み無き場合、会期当日にパネルは用意できません。ご了承ください。 

 

概要 

ポスター貼付期間：2016 年 9 月 25 日～27 日。 附設展示会 会期時間 

ポスターボードサイズ： W 900 × H 2,100 mm 

展示会事務局にてポスターパネルに社名を貼付いたします。自社名のポスターパネルに PR 用のポス

ター等をお貼りください。なお、順番は社名 50 音順を予定しております。 
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■よくあるご質問 

◇スケジュールについて 

Q: 企業展示の時間とポスター発表の時間に重なりはありますか？ 

A: はい、ございます。展示会のオープン時間は、9 月 25 日・26 日が 9:00～16:00、27 日が 9:00～16:40 を予定しています。そ

のうち、ポスター発表時間は 25 日・26 日が 13:30～15:45、27 日が 14:25～16:40 を予定しています。詳しくは、大会ホーム

ページで更新いたしますので、ご覧ください。 

 

◇展示会場について 

Q: 企業展示とポスター発表の会場は同じですか？ 

A: はい、同会場となります。 

 

Q: 展示会場で無線 LAN は使えますか？ 

A: 場所によっては会場付帯の無線 LAN をご利用頂けますが、大会では特にご用意しておりません。申し訳ございません。出

展にあたりインターネット利用をご希望でしたら、別途、有線 LAN の設置をお申込みいただくか、お持ちのポケット WiFi や携

帯型無線 LAN 等をご利用ください。 

 

◇企業ポスターについて 

Q: ポスターボードに貼付するポスター内容に制限はありますか？ 

A: とくに制限はございません。学術的な内容、製品 PR 等のポスターを貼付いただけます。 

 

Q: ポスターボードは、どこに用意されますか？ 

A: 展示棟通路を予定しております。但し変更となる場合もございます。また、PR ポスターコーナーは企業名 50 音順にてご用

意いたします。  

 

Q: ポスターは、いつ貼ったらいいのですか？ 

A: 掲示期間でしたら、いつでもかまいません。画鋲をポスターボードにご用意しますので、御社で貼付ください。 

 

Q: ポスターの掲示期間はいつまでですか？ 

A: 9 月 25 日 9:00 ～ 9 月 27 日 16:40 まで掲示いただけます。貼付されたポスターは必ずお持帰りください。貼り残しは破棄

されます。 

 

Q: ポスター掲示を行った場合、説明員がポスターコーナーに立つ必要はありますか？ 

A: 特にございません。企業ポスターの発表時間があるわけではございませんので、絶対的に必要ということではありません。

説明員によるご案内を行っていただいたとしても、事務局からは特に制止することはございません。 

 

 

※こちらに記載のない内容については、展示運営事務局まで直接お問合せください。  
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第 89 回日本生化学会大会 展示会 申込書  
申込締切日：2016 年 6 月 15 日 

下記のとおり、参加申込いたします。 
申込日：       年      月     日 

 1. 申込タイプ    

 

 

 

 

 

 

※B タイプのお申込みは、書店・出版社、翻訳・校正サービス等の申込みに限ります。 

2. PR ポスターパネルをご利用される場合はチェックをしてください。        □ PR ポスターパネルを希望 

3. 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 

4. 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 ：第 89 回日本生化学会大会展示会事務局 （株式会社エー・イー企画内） 

 FAX. 03-3230-2479  ／  TEL. 03-3230-2744  E-mail（専用） e_16jbs@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。 

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） 

展示台が不要な場合は、もう

鋳込み小間数に対し、不要な

台数をご記入ください。 

 A タイプ 250,000 円 
小間 円 

小間分 

不要 

 A タイプ 3 小間以上 225,000 円 
小間 円 

小間分 

不要 

 
B タイプ（書店・出版社、翻

訳・校正サービスに限る） 
50,000 円 

小間 円 

－ 

 
C タイプ（アカデミック対象

小間） 
120,000 円 

小間 円 

小間分 

不要 

展示出品物 サイズ（幅×奥行×高さ mm） 重量（kg）  ※通信欄 
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第 89 回日本生化学会大会電源仮設・電力申込書 
申込締切日：2016 年 6 月 15 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、申込書にチェックしお申込みください。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 

 

下記のとおり、申し込みます。 

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_16jbs@aeplan.co.jp 

 事務局欄 受理： 請求： 小間 N 

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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◆ 展示会 会場レイアウト 案 ◆ 

仙台国際センター展示場 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台国際センター ご案内 

 

仙台駅からは、2015 年 12 月開業予定  地下鉄東西線 国際センター駅 まで 4 分 

国際センター駅より 徒歩 1 分で 仙台国際センター です 




