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公益社団法人 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。 

 

 日本生化学会 会員構成（人数） （2017年 7月31日現在） 

正会員 学生会員 名誉会員 永年会員 賛助会員 団体会員 合計 

6,933 768 131 8 54（企業数） 150 8,644 

専門分野（日本生化学会 会員登録の選択分野） 

医学・歯学 ： 2,307 

理学 ： 2,081 

農学・工学 ： 1,406 

薬学 ： 1,496 

その他 ： 461 

※会員登録時情報のため会員構成数とは異なります 

 

名誉会員のご紹介 （日本国内の名誉会員。敬称略） のご紹介  ※ご提供：日本生化学会様より 20170731現在 
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第91回日本生化学会大会は ・・・ 

 

◆メインテーマは 「日本の生化学100年～伝統と革新」 です。 

※ 詳しくは 第91回会頭のご挨拶ページをご覧ください。 

 

◆京都国際会館の新しい会場が、イベントホールに隣接して2018年

7月にオープンします。 

●今大会ではこの新しい会場をポスター発表会場として利用します。イ

ベントホールとニューホール（仮称）の行き来はホール間に通路を設

けます。ポスター発表の時間は参加者が集まります。 

 

◆豪華景品が当たるカードラリーを実施します。 

  景品を豪華にすることでカードラリーの参加率を上げ、展示ブースへの集 

客UPを目指します。 

※ 詳しくは P.16をご覧ください。  
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第91回日本生化学会大会 

会頭 菊池 章 大阪大学大学院医学系研究科

第 91 回日本生化学会大会を 2018 年 9 月 24 日（月）～26 日（水）に京都国際会

議場で開催いたします。我が国の生化学の歴史を振り返ると、隈川宗雄先生が東京

帝国大学医科大学医化学教室教授に就任されたのは 1897 年であり、1899 年に荒木

寅三郎先生が京都帝国大学医科大学医化学教室教授に就任されました。次いで、

1918 年に柿内三郎先生が東京帝国大学医科大学医化学教室教授に就任され、「Journal of Biochemistry」の発

行ならびに日本生化学会の創設に尽力されました。従いまして、日本の生化学はこれらの先生方の時代から数

えれば、100 年以上の歴史を刻むことになり、我が国において生化学という学術が概ね 100 年展開されてき

たと考えられます。今、100 年の重み、100 年の歴史、100 年の変遷等を振り返り、今後の学術としての生化

学のあり方を模索する時期に来ているのではないでしょうか。

20 世紀までの時代の「ものにこだわり」、「匠の技をもって」、「物事を極める」という研究手法や考え方は、日本人の

気質と合っていて、生物学的に大変重要な分子、例えばサイトカインとその受容体、タンパク質リン酸化酵素、細胞接

着制御分子等が我が国から多数報告されました。20 世紀の最後の 20 年間に飛躍的に進歩した生物学研究は、ヒト

遺伝子地図の作製〈ゲノムプロジェクト〉に代表されるように、還元的アプローチが主流であり、細胞をその構成要素に

分解して理解することでした。21 世紀になると、生体内分子の解析技術が飛躍的に向上し、DNA、RNA、タンパク質、

代謝産物を網羅的に把握できるようになりました。このような大量なデータは共有化され、また、大量のデータそのもの

を扱うことが一つの学術領域にもなってきました。以前であれば、扱う対象（分子、組織、個体等）により階層的に分類

されていた所謂~ology の学術的、技術的な壁が低くなり、研究者は多くの技術を駆使して、研究を遂行することが必

要になりました。生命現象の理解の仕方として、物質を深く理解することに加えて、俯瞰的に物事を眺めることも強く求

められます。時代が変わり、技術が進歩すれば、当然科学の在り様も変わります。このような時期に生化学会大会にお

いて、参加者が「現代の生命科学研究において生化学研究が果たす役割は何か？」、「日本の生化学会や生化学会

大会は今後どうすればよいのか？」等を少しでも考える場となればよいと考えています。

さらに、昨今は産と学の強い結びつきが求められています。新たな学術領域を創成し、イノベーションを起こすには、

いろいろな立場の方が交じり合い、議論することが必要です。これまでの学会主催の大会はどうしても学が中心となっ

ていましたが、これからは産の関係者にも多く参加していただき、発表、討論をしていただきたいと思います。学会にお

いて産からの刺激やフィードバックがあることが、学の進歩や新たな展開につながり、それがまた我が国の産の発展への

新たなシーズとなって還流していくと期待しています。また、産の持つ技術や製品を是非積極的に披露していただきた

いと考えています。本大会では、京都国際会議場の新ホールを展示場とし、企業活動をアピールする場にしていただき

ます。出展社 PR 用のポスターパネルの設置や出展社カード収集ラリー、プログラム集への広告掲載等も行います。

是非、これらの企画を積極的にご活用いただき、第 91 回日本生化学会大会にご参加いただくとともに、ご支援を

お願いいたします。

ご 挨 拶 
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◆ 開催概要 

 ●名称 第91回日本生化学会大会 

  The 91st Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society 

 

 ●大会テーマ 日本の生化学100年～伝統と革新 

我が国に生化学（医化学）教室が設置されてから、100年の歴史が刻まれています。物質を基

盤としてきた生化学研究が、新たな技術を取り込みながらどのように進歩を遂げることができ

るかを考え議論することをテーマとしています。また、従来の大学研究者中心の大会から、企

業研究者にも積極的に参加していただいて、新たな産学の連携を発掘する場となる大会への

発展を目指しています。 

 

 ●会期 2018年（平成30年） 9月 24日（月）～ 9月 26日（水） 

 ●会場  国立京都国際会館 

  ◎展示会場 ： 国立京都国際会館 イベントホール 

 

 ●予定参加者数 4,000名 

 

 ●組織委員会 （2017年 7月31日現在）

会 頭 菊池 章 大阪大学 

総務委員長 古川 貴久 大阪大学 

プログラム委員長 三木 裕明 大阪大学 

幹 事 水口 裕之 大阪大学 

幹 事 三善 英知 大阪大学 

 

 

 プログラム委員（五十音順） 

五十嵐 和彦 東北大学 

池ノ内 順一 九州大学 

石井 優 大阪大学 

岩井 一宏 京都大学 

上田 泰己 東京大学 

岡田 眞里子 大阪大学 

門松 健治 名古屋大学 

栗栖 源詞 大阪大学 

栗原 達夫 京都大学 

古関 明彦 理化学研究所 

後藤 祐児 大阪大学 

佐々木 洋 大阪大学 

佐々木 雄彦 秋田大学 

佐藤 俊朗 慶應義塾大学 

菅 裕明 東京大学 

関口 清俊 大阪大学 

曽我 朋義 慶應義塾大学 

祖父江 元 名古屋大学 

高木 淳一 大阪大学 

竹市 雅俊 理化学研究所 

竹田 潔 大阪大学 

舘野 浩章 産業技術総合研究所 

田中 正人 東京薬科大学 

富永 真琴 生理学研究所 

中山 敬一 九州大学 

夏目 徹 産業技術総合研究所 

二階堂 愛 理化学研究所 

華山 力成 金沢大学 

深見 希代子 東京薬科大学 

平野 達也 理化学研究所 

藤田 恭之 北海道大学 

本家 孝一 高知大学 

間野 博行 国立がん研究センター 

水島 昇 東京大学 

武川 睦寛 東京大学 

森 泰生 京都大学 

山本 卓 広島大学 

渡邊 直樹 京都大学 
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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  3,000 名 想定 

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 2,800,000 学会本部補助金 

（3）共催セミナー収入 

8 セミナー想定 

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 

   105 小間想定 

24,786,000 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 1,000,000 ホームページバナー等 

（6）寄付金 9,055,000 日本製薬団体連合会、その他 

計 66,137,000  

 

（2）支出の部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2017 年 7 月 31 日現在 

  

費目 予算 備考 

（1）会議準備費 11,905,736 印刷・製作、通信･運搬費等 

（2）会議当日費 25,540,000 会場、付帯設備、機材・設営、

等 諸経費 

 20,951,134 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 7,740,130 人件費、業務委託費、その他諸

経費等 

計 66,137,000  
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大会日程（予定） ※2017 年 7 月 31 日現在 

大会 1 日目 9 月 24 日（月） 

8：30-10：30 10：40-11：40 11：50-12：40 12:45-14:45 14：50-16：50 17：00-19：00 

シンポジウム 

一般口演 
特別講演 

バイオインダストリー

（ランチョン）セミナー 

シンポジウム 

一般口演 
ポスター説明・討論 

シンポジウム 

一般口演 

展示会 ： 9 時 - 17 時 

大会 2 日目 9 月 25 日（火） 

8：30-10：30 10：40-11：40 11：50-12：40 12:45-14:45 14：50-16：50 17：00-19：00 

シンポジウム 

一般口演 
特別講演 

バイオインダストリー

（ランチョン）セミナー 

シンポジウム 

一般口演 
ポスター説明・討論 

シンポジウム 

一般口演 

展示会 ： 9 時 - 17 時 

大会 3 日目 9 月 26 日（水） 

8：30 - 10：30 10：40 - 11：40 11：50 - 12：40 12：45 - 14：45 14：50 - 16：50 

シンポジウム 

一般口演 
特別講演 

バイオインダストリー

（ランチョン）セミナー 

シンポジウム 

一般口演 
ポスター説明・討論 

展示会 ： 9 時 - 17 時 

◆主なプログラム（予定） 

●特別講演 

大村 智（北里大学）、森 和俊（京都大学）、柳沢 正史（筑波大学） 

●シンポジウム  

 ・ゲノム編集の期待と問題点 

 ・アカデミー創薬とイノベーション 

 ・がんゲノム解析と治療標的 

 ・その他 全63セッション 

●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 （企業展示に研究者が訪問しやすい環境を作ります） 

… その他 
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【バイオインダストリー（ランチョン）セミナー募集要項】 

 

バイオインダストリーセミナーは、大会プログラムの一環として、大会とお申込者との共催にて開催されます。 

 

◆日時： 2018年 9月24日～26日の3日間 

 発表時間 ： 50分 （昼食時間帯を予定） 

 1日3～5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： 国立京都国際会館。大会の講演会場を使用します。 

 

◆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 

 

◆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。 

（消費税別） 別途昼食をご用意いただきます。 

 

 ● 附設展示会 出展される場合の 共催費 

   9月24日（月） 800,000円 ＋ 別途 昼食費 

   9月25日（火） 800,000円 ＋ 別途 昼食費 

   9月26日（水） 600,000円 ＋ 別途 昼食費 

 

 ● 附設展示会に 出展されない場合の 共催費 

   9月24日（月） 900,000円 ＋ 別途 昼食費 

   9月25日（火） 900,000円 ＋ 別途 昼食費 

   9月26日（水） 700,000円 ＋ 別途 昼食費 

 

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。 

 

◆申込方法： 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。 

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

 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。その際は下記申込先にご連絡ください。 

 

◆申込締切： 2018年 5月15日（予定） 

 

◆申込先： 第91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） 

 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

 E-mail. e_18jbs@aeplan.co.jp 
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●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） 第91回日本生化学会大会参加証 ： 3枚 

※お願い：ご依頼される講演者が日本生化学会の会員である場合、講演者は通常の参加登録くださいますようお

願い申し上げます。 

6） バイオインダストリー（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） 

7） 第91回日本生化学会大会プログラム集を1部進呈いたします。 

8） 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。 

 

●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） 運営スタッフ：弁当配布要員、照明係、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していただき、事務局が一括発注いたします。

（予定：1,300円：税別/1食・パックお茶付。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、共催者毎にはご用意できません。複数者で共有いただきます。ご了承ください。 

 

◆セミナー整理券配布方法： 事前申込（一部当日配布）を検討中 （2017年 7月20日現在） 

 

事前予約と当日参加の昼食数割合を、事前 8 ： 当日 2 といたします。 

例） 昼食 200 用意した場合 ：事前 160 ： 当日 40 

 

事前予約制（予定） 大会の事前参加登録締切日後、準備が出来次第事前参加登録者にE-mailでバイオインダスト

リー（ランチョン）セミナー事前申込受付開始のご案内いたします。 

  事前予約は申込順で受付します。 

  共催者には、事前予約者の所属と氏名及びE-mail情報をお渡しします。 

  事前予約者は、予約した際に発行される記しを来場の際に提示いただきます。 

 

当日参加（予定） 当日配布分は発表日の午前に大会事務局側が配布デスクにて行います。整理券は事務局が

用意します。 

 

※ランチョンセミナー入場時の注意事項 

  「事前予約者」または「整理券をお持ちの方」は、ランチョンセミナー開始時間までに各セミナー

会場に来場し昼食と引換えていただきます。 

  セミナー開始時間を過ぎると「事前予約」ならびに「整理券」は無効になり、「整理券」等をお持ち

でないセミナー参加者へ昼食を配布いただけます。 
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◆備考 

 

●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企画してくだ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。 

 

●セミナー共催者が、「第91回日本生化学会大会共催」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、原則申込順に発表日、会場を考慮し、組織委員会で確認、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、最低限各演者名・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 

プログラム集には、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） 

 

 ご用意いただく原稿は ・プログラム集掲載用 要旨 原稿締切日：2018年6月20日（予定） PDF FILE 

     ・タイトル、講演者等の和・英テキスト 

・講演要旨テキスト：和・英どちらでも可 

※詳細はお申込み後追ってご案内します。 

●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。配布可能な場所は国立京都国際会館の館内（利用フロア）のみとなります。屋外での配布は禁止です。 

○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、第91回日本生化学会大会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、第91回日本生化学会大会への参加登録

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 2018年 9月24日（月） ～ 26日（水）の3日間 

  展示会 開催時間 ： 未定 （予定 ： 9時 - 17時）  

※プログラム確定次第大会ホームページに掲載されます 

 

○展示会 会場 国立京都国際会館 イベントホール 他 

  〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 

 

◇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 既定の申込書に必要事項をご記入の上お申込みください。 

お申込み後には展示会事務局より、お申込み受理メールをお送りします。 

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。 

 

◇申込締切日 2018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。 

 

◇ご請求 ・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 2018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 

2018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。 

2018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 ： 長瀬 仁 ・ 岩村 越史 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

E-mail（第91回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_18jbs@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、事務局は補償など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。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

場所は大会事務局で指定する場所のみ） 

 

●学会附設の展示会のため、展示会には第91回日本生化学会大会参加者のみご入場となります。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： 2018年 9月23日（日） 14:00～18:00 

搬出： 2018年 9月26日（水） 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 出展者無料特典 ・ 展示会場集客企画（予定） のご案内 

＞ 展示会場内 集客企画（予定） のご案内 

大会プログラム集、大会ホームページで告知します 

 

①豪華景品が当たるカードラリーの実施（予定） 

 

大会では参加者が出展者のブース訪問を促すために、出展者カード収集ラリーを実施（予定）します。 

 1） 出展者に、1 社 100 枚の出展者カードを大会で用意し、お渡しします。 

2） 参加者は、出展者カード ４枚を収集し、抽選コーナーで １回抽選ができます。 

景品は、大会で用意いたします。 出展者からのご提供も募集しますのでご検討の上お問合せください。 

なお、出展者の事情によって参加できない場合もあるかと存じますので、カードラリーは申込制とします。参加できない場

合は申込書のカードラリー項目で不参加にチェックしてください。 

※景品は、iPad や Android のタブレット、クオカードといった魅力ある景品をご用意します。 

 

②コーヒーサービスタイムを実施 

コーヒー等ドリンクの無料サービスを 1 日中行うには大会予算も厳しいため、今大会では、ポスター発表の時間帯は参加

者がポスター会場に来場しますので、この時間帯以外の集客目的として、10 時から 14 時に杯数限定で参加者に無料提供

します。  

ポスター発表時間では、コーヒーサービススポンサーを募集しますので、ご検討ください。 

■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、予定で 9:00～17:00 です。そのうち、ポスター発表時間は 14:50～16:50 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: ポスター発表会場は、2 会場です。展示会場と同ホールのイベントホール内と、イベントホール隣接の New Hall（2018 年 7

月にイベントホール横に新しいホールが建ちます）も利用しポスター発表が行われます。 

 

Q: 展示会場で無線 LAN は使えますか？ 

A: 京都国際会館は、無料の無線 LAN をご利用いただけます。但し、多くの方が同時に使用されている時はスピードが遅くな

るそうです。別途大会用では用意はしておりません。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。 

 

※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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＞ 展示会 出展者無料特典 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。 申込書の「PR ポスターをご利

用される場合はチェックしてください」の項目で、希望しますにチェックしてください。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 ： 2018 年 9 月 24 日～26 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。 

貼り残しのポスター等は、撤去時に廃棄となりますので、ご了承ください。 

 

■ 企業ポスターについて、よくあるご質問 

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: イベントホール内、本館との連絡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

申込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 24 日 9:00 ～ 9 月 26 日 17:00 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。 



第 91 回日本生化学会大会プログラム集広告掲載募集 
※2017年 7月現在 予定

第91回日本生化学会大会で発行いたします「プログラム集」への広告掲載を募集します。 

プログラム集は、日本生化学会の全会員と、非会員の大会参加者が購入され、発行部数は12,000部を予定して

おります。ぜひ広告宣伝媒体としてご活用ください。 

【広告掲載料金】 

掲載場所 掲載料金 

表 4  4色 1頁 …200,000円（税別） 

表 3  4色 1頁 …160,000円（税別） 

表 2  4色 1頁 …180,000円（税別） 

後付  白黒1頁 … 80,000円（税別） 

後付  白黒1/2頁 … 50,000円（税別） 

後付  4色 1頁 …140,000円（税別） 

◆発行部数： 12,000部（予定）

【申込先】 株式会社エー・イー企画 第91回日本生化学会大会 プログラム広告係 

〒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 / FAX.03-3230-2479 / E-mail.adinfo@aeplan.co.jp 

第91回日本生化学会大会「プログラム集」広告掲載申込書 

申 込 日 

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 

表紙回り 表4 

表2 

表3 

後付（白黒 1ページ） 

後付（白黒 1/2ページ） 

後付（カラー） 

1 ページ 

1 ページ 

1 ページ 

1 ページ 

1/2 ページ 

1 ページ 

200,000 円（税別） 

180,000 円（税別） 

160,000 円（税別） 

80,000 円（税別） 

50,000 円（税別） 

140,000 円（税別） 

◇発行日 2018 年 8 月下旬 

◇申込締切日 2018 年 6 月 10 日 

◇原稿締切日 2018 年 6 月 20 日 

◇版型サイズ A5 判 （天地 210mm×左右 148mm） 

◇広告サイズ 1 ページ 天地 180mm×左右 125mm 

1/2 ページ 天地 85mm×左右 125mm 

ブリード（断ち落とし）広告：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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第91回日本生化学会大会各種広告掲載募集 

※2017 年 7 月現在 予定 

第 91 回日本生化学会大会では、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 ： 100,000 円（税別）/枠 

 

◆募集内容 第91回日本生化学会大会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 

 1社で複数枠のお申込みも受け付けます。ご検討ください。 

掲載サイズ： お問い合わせください 

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。 

 

 

■アプリバナー広告 ◆申込締切日 2018年 5月15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： 2018年 6月30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。 
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■スクリーン広告 ◆申込締切日 2018年 6月15日（予定） 

 

料金 ： 100,000円（税別） / 枠 

 

◆募集内容 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。 

1社で、複数枠のお申込みもお受けいたします。ご検討ください。 

 

※ 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Ver】 

 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 第91回日本生化学会大会展示会事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

E-mail（第91回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_18jbs@aeplan.co.jp 

  



第91回日本生化学会大会 

大会ホームページバナー広告/アプリバナー広告/スクリーン広告 募集 

※2017 年 7 月現在 予定 

第 91 回日本生化学会大会では、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 ： 100,000 円（税別）/枠 

 

◆募集内容 第91回日本生化学会大会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 

 1社で複数枠のお申込みも受け付けます。ご検討ください。 

掲載サイズ： お問い合わせください 

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。 

 

 

■アプリバナー広告 ◆申込締切日 2018年 5月15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： 2018年 6月30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 2018年 6月15日（予定） 

 

料金 ： 100,000円（税別） / 枠 

 

◆募集内容 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。 

1社で、複数枠のお申込みもお受けいたします。ご検討ください。 

 

※ 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Ver】 

 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 第91回日本生化学会大会展示会事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

E-mail（第91回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_18jbs@aeplan.co.jp 

  



申込日： 

第91回日本生化学会大会各種広告掲載 申込書 

下記の通り、 

バナー広告（大会ホームページ） 枠（100,000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（100,000円 消費税別/枠）を申込みます 

貴社名 

所在地（〒    －     ） 

 住 所 

ご担当者 

   氏  名： 

所属部署： 

   Tel：  Fax： 

E-mail：

【お問合せ・お申込み先】 

㈱エー・イー企画内 第91回日本生化学会大会展示会事務局 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 
E-mail：e_18jbs@aeplan.co.jp
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第91回日本生化学会大会 シンポジウム協賛プレゼンテーション 募集 

※2017年 7月現在 予定 

 

第91回日本生化学会大会では、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 第91回日本生化学会大会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。 

お申込みのシンポジウム会場入口で時間中は、パンフレットを配布することができます。但し、参加者

の入退出の妨げにならないようご配慮ください。 

1社で複数のシンポジウムへのお申込みも可能です。 

 

◆参加費： 50,000円（消費税別）/シンポジウム 

 

◆申込締切： 2018年 6月15日 

 

 

※シンポジウムの詳細は、後日、公開いたします。 お問合せください。 

 

 

 

【お問合せ・お申込み先】 

株式会社エー・イー企画 第91回日本生化学会大会展示会事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

E-mail （ 第 91 回 日 本 生 化 学 会 大 会 附 設 展 示 会 専 用 ） : 

e_18jbs@aeplan.co.jp 

  



第91回日本生化学会大会「シンポジウム協賛プレゼンテーション」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.  ９  月     日/時間.        ～      

 

セッションタイトル. 

 

オーガナイザー名（所属） 

 

 

◆第 2 希望 

セッションNo.  日時.  ９  月     日/時間.        ～      

 

セッションタイトル. 

 

オーガナイザー名（所属） 

 

 

【お問合せ・お申込み先】 
 

㈱エー・イー企画 第91回日本生化学会大会展示会事務局 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 
E-mail：e_18jbs@aeplan.co.jp 
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第 91 回日本生化学会大会 募金要項 

 

1) 募金の名称  第 91 回日本生化学会大会開催寄付金 

 

2)募金目標額  9,055,000 円 

 

3) 募金の対象先  日本製薬団体連合会、旅行会社、各種財団、各種企業 

 

4) 募金期間  2017 年 9 月 1 日から 2018 年 9 月 23 日まで 

 

5) 寄付金の用途  2018 年 9 月 24 日（月）～26 日（水）の 3 日間、京都において開催される第 91 回日本生 

   化学会大会の準備、運営および関連諸行事等の費用に充当させていただきます。 

 

6) 税法上の取扱い 免税処置はありません。 

 

7) 情報公開の同意 貴社が定める「企業活動と関連団体の関係の透明性ガイドライン・指針」にしたがい、寄 

   付金額と支払先を貴社ホームページ等で公開することに同意します。 

 

8) 寄付金の払込方法 下記の口座にお振込ください。 

    銀行名  三菱東京 UFJ 銀行 

    支店名  神保町支店（店番 013） 

    口座名義  第９１回日本生化学会大会 会頭 菊池 章 

    口座名義 ヨミ ダイキユウジユウイツカイニホンセイカガツカイタイカイ キクチ アキラ 

      ※ヨミガナには「カイトウ（会頭）」は含まれません。 

    口座番号  普通預金口座 0970262 

   税法上の取扱い 免税措置はありません 

 

7) お問合せ  第91回日本生化学会大会展示会事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  

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

E-mail（第91回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_18jbs@aeplan.co.jp 
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寄 付 申 込 書 

申込日

第91回日本生化学会大会 会頭 菊池 章 殿

今 般 、「第 91回 日 本 生 化 学 会 大 会 」の趣 旨 に賛 同 し、下 記 の通 り寄 付 いたします。 

寄付金額 （金 也）

寄付者 〒 

住 所

芳 名

（御社名） 

代表者 

職・氏名

担当者 

職・氏名     ㊞  

電話番号 

FAX 番号

払込予定期日 

【お問合せ・お申込み先】 

第91回日本生化学会大会展示会事務局 
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 

㈱エー・イー企画内 
Tel：03-3230-2744 Fax：03-3230-2479 

E-mail：e_18jbs@aeplan.co.jp

ー



第91回日本生化学会大会 バイオインダストリーセミナー申込書 

申込締切日：2018 年 5 月 10 日 

下記のとおり、参加申込いたします。 

申込日：

1.お申込み

0. 展示会 出展 有   展示会 出展 無

※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:  9 月  日 第 2 希望: 9 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 ：第 91 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_18jbs@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

必ずご記入ください。



第 91 回日本生化学会大会 展示会 申込書 
申込締切日：2018 年 6 月 15 日 

下記のとおり、参加申込いたします。

申込日：

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 希望します 

3. 出展者カードラリー に、 不参加 の場合はチェックしてください。 出展者カードラリーに 参加しません

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. 展示出品物について

●お問合せ申込書送付先 ：第 91 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_18jbs@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 

※出品物などご記入ください。重量物（100kg 超え）がある場合は必ずご記入ください。 ※通信欄

5. 搬入出の予定について  ※搬入計画にご協力ください。 自社車両 自社手配の運送会社（チャータートラックなど）

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） 未定・その他



第 91 回日本生化学会大会電源仮設・電力申込書 
申込締切日：2018 年 6 月 15 日 

申込日：

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

下記のとおり、申し込みます。 

◆ 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 

申込先：㈱エー・イー企画 ／ FAX. 03-3230-2479 
Tel. 03-3230-2744    E-mail（専用） e_18jbs@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：

－

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
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