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各種広告掲載 ご協力のお願い 
 

                            第 69回日本細胞生物学会大会 

                          大会長  水野 健作 

  東北大学大学院生命科学研究科 

 

謹啓 

 貴社におかれましては、益々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、第 69回日本細胞生物学会大会を、2017 年 6月 13日（火）より 6月 15日

（木）までの 3日間、仙台市の仙台国際センターを会場として開催することとなりました。 

 

 日本細胞生物学会は、生命科学の根幹である細胞生物学を専門とする研究者が参画する日本随一の学会

です。ノーベル賞の受賞候補に挙がるトップクラスの科学者を含め、1,100 名を越える会員を擁してお

り、大会ではきわめてレベルの高いサイエンスの交流がなされています。仙台での大会開催は 22年ぶりと

なります。仙台では地下鉄東西線が昨年開通し、JR仙台駅から会場の仙台国際センターまでわずか 5分の

アクセスとなり、大変便利になりました。本大会では、「もっと見たい！もっと知りたい！」をテーマと

して、細胞生物学の最前線の研究成果が多数発表される予定です。 

 

 本大会の各種広告掲載は、貴社の新しいユーザー開発に最適なもので、多大な効果を期待していただけ

ると確信しております。何卒、この機会に貴社の優秀な関連機器、周辺機器、ソフトウェア関連、試薬、

各種サービス情報ならびに関連書籍等の広告をご掲載くださいますようお願い申し上げます。なお、広告

取扱業務は、下記の株式会社エー・イー企画に代行させておりますので、係員参上の説はご引見の上、ご

高配賜りたく重ねてお願い申し上げます。  

謹白 

―――――――――――――   記   ――――――――――――― 

 

【各種広告掲載募集 複数申込み割引のご案内】 

 

第 69回日本細胞生物学会大会では、申込み広告メニュー数に応じて、割引いたします。 

 

■対象広告メニュー 

・プログラム集広告   ・大会ホームページバナー広告  ・メール配信広告 

・プログラム集同梱広告 ・スクリーン広告 

 

■割引率 

 ●広告メニュー2種類の申込み：広告料金総額から 5%割引 

 ●広告メニュー3種類以上の申込み：広告料金総額から 10%割引 

 

 

 

《問合せ/広告申込先》 

 株式会社エー・イー企画 

〒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 

  



【各広告メニュー詳細】 

■プログラム集広告 

大会のプログラム集へ広告を掲載することが出来ます。 

 

◆版型サイズ：A5版（天地 210mm × 左右 148mm） 

◆広告サイズ：天地 180mm × 左右 125mm  ※断ち落し（ブリード判）広告の掲載はできません。   

◆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 CS3以下－ 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のバージョンをご明記ください。 

※広告原稿制作費は、実費をいただきます。 

◆発行部数： 1,000 部（予定） 

◆発行予定日： 2017年 5月中旬 

◆広告申込締切日： 2017年 3月 17日 

◆広告原稿締切日： 2017年 3月 24日 

◆『広告掲載料金』  

  白黒  カラー   

表紙  ４ 1 頁 －  ２００，０００円 

表紙  ３ 1 頁  －  １４０，０００円 

表紙  ２ 1 頁 －  １６０，０００円 

後付 1 頁 ７０，０００円  － 

 ※消費税は含んでおりません。       

  

■大会ホームページバナー広告 

第69回日本細胞生物学会大会ホームページにバナー広告を掲載頂けます。 

 

◆URL        （後日記載） 

 

◆コンテンツ 開催概要、年会組織、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 

大会ホームページから行います。 

 

◆掲載期間 2016年大会ホームページ公開日より掲載開始可

能（更新日より）～2017年12月末日頃まで掲載

されます。 

 

◆募集数 最大10枠 

 

◆掲載費用 100,000円（消費税別）  

※一括請求となります。 

 

◆掲載サイズ 縦46×横175 ピクセル（予定） 

※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。（予定） 

 

◆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。 

 

◆備考 掲載画像等を変更される場合は初回入稿後、1回まで可能となります。 

※2016年大会サンプル 
バナー広告配置場所は 

左記の赤丸を想定。 

 

ホームページデザインは 

出来上がり次第ご案内 

 



■メール配信広告 

会期前に大会事前参加登録者へメール配信を行います。その際、配信コンテンツの上段にテキスト広告を掲載し

ます。 

 

◆事前参加登録者数  約350名（過去年会実績平均） 

 

◆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 2017年5月中旬より週1回ペース、計3回配信予定 

 

◆募集数 1配信あたり最大2枠 

 

◆費用 60,000円（消費税別） 

 最終回のみ 80,000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事務局までe-mailにてお送り下さい 

 

 

■プログラム集同梱広告 

会期前に事前参加登録者へプログラム集を送付します。その際、裁断済みの印刷物を同梱することが出来ます。 

 

◆事前参加登録者数  約350名（過去年会実績平均） 

 

◆同封物 参加証、プログラム集、大会当日のご案内 etc. 

 

◆発送予定 2015年5月下旬予定 

 

◆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） 

 

◆広告締切 申込締切：4月15日  納品締切：5月15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頂きます。送付先は申込書 

受領後、担当者よりご連絡致します。 

広告送付時には下記の情報をご明記下さい。 

・第69回日本細胞生物学会大会 プログラム集同梱広告 

・御社名、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・手配頂きます。 

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、ご了承下さい。 



■スクリーン広告 
会期中の6/13～6/15の全日程において、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、 御社のPR

スライドを講演会場のスクリーンへ投影することが出来ます。 

 

◆料金 100,000円（税別） 

 

◆大会参加人数 約600名 

 

◆募集数 最大5枠（1枠：最大60秒までのスライド） 

 

◆広告締切 申込締切：2017年5月12日（金）データ締切：2017年5月19日（金） 

 

◆データ作成要項：申込者にはPR用のスライドデータを以下のようにご用意いただきます。 

・使用OSとアプリケーション 

OSはWindows 7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（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 

 

  



申込先：㈱エー・イー企画 FAX. 03-3230-2479 / TEL. 03-3230-2744 ※FAXで送信される場合は必ず受信確認をお願いします。 
 

 

第69回日本細胞生物学会大会 各種広告 申込書 
 

年     月     日 

下記の通り申込みいたします。 
 

申込社 JPN   

 ENG   

申込担当者 氏名   

 所属   

 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. 

 

◆申込み内容  
 ※表記金額は消費税を含んでおりません 

広告内容 掲載枠 料金 数 

例）☑ プログラム集 表紙4（カラー） ￥200,000 1頁 

    

□ プログラム集① 表紙4（カラー） ￥200,000 頁 

□ プログラム集② 表紙3（カラー） ￥140,000 頁 

□ プログラム集③ 表紙2（カラー） ￥160,000 頁 

□ プログラム集④ 後付（白黒） ￥70,000 頁 

□ ホームページバナー - ￥100,000 枠 

□ メール配信① 1回目 ￥60,000 枠 

□ メール配信② 2回目 ￥60,000 枠 

□ メール配信③ 3回目 ￥80,000 枠 

□ プログラム集同梱 - ￥90,000 枠 

□ スクリーン - ￥100,000 枠 
 

 

 

 

合計金額 

※広告内容2種類の申込みで5%、3種類以上の申込みで10%の割引となります。 

 

 

定価料金総額             円   割引率      ％ 

 

 

 

請求金額合計             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局欄 受理： 

 

送信： 請求： 

 


