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第 10 回国際ペプチドシンポジウム/第 55 回ペプチド討論会 
組織委員長 

二木 史朗（京都大学化学研究所） 
松崎 勝巳（京都大学大学院薬学研究科） 

 



 

拝啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日本ペプチド学会に対

して平素より格別のご高配を賜り、篤くお礼申し上げます。 

 

さて、2018年12月3日より7日までの5日間、京都市：『ロームシアター京都』及び『みやこ

めっせ』において、10th International Peptide Symposium (10th IPS) / 第55回ペプチド討

論会を開催いたします。 

本会では、開催にあたり日頃よりご支援を頂戴しております企業様等に、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、協賛関係の業務を株式会社 エー・イー企画に委託致しましたので、お問い合わせ、お

申込みは同社宛にご下命くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 

敬具 

 

 第10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会 

 組織委員会 
【開催概要】 
 
●名称 第10回国際ペプチドシンポジウム / 第55回ペプチド討論会 
 10th International Peptide Symposium / The 55th Japanese Peptide Symposium 
 
●主催 日本ペプチド学会 
 本国際シンポジウムは日本ペプチド学会を主管として下記のペプチド学会が連携して主催する。 
 主催するInternational Peptide Societies: American Peptide Society 
    European Peptide Society  
    Australian Peptide Association 
    Chinese Peptide Community 
    Korean Peptide Protein Society 
    Indian Peptide Society 
    Singapore Peptide Society 
 
●会期 2018年12月3日（月）～ 7日（金） 
 
●会場 ロームシアター京都 / みやこめっせ 
 
●参加者数 800名を予定 
 
●共催 日本化学会、日本薬学会、日本生化学会、高分子学会、日本蛋白質科学会、日本生物物理学会  
●協賛     日本農芸化学会、有機合成化学協会、CBI学会、日本バイオインフォマティクス学会、 
       日本病態プロテアーゼ学会、日本DDS学会、日本バイオマテリアル学会 
●後援     京都大学 日本ケミカルバイオロジー学会               

（順不同） 
 
●展示会運営事務局 
          株式会社 エー・イー企画 担当：屋敷智之 
  〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 
  TEL. 03-3230-2479 / E-Mail. 10ips@aeplan.co.jp 

御 挨 拶 



 
第10回国際ペプチドシンポジウム 

10th International Peptide Symposium 
 

国際組織委員会名簿一覧 
 
 

二木 史朗 京都大学化学研究所 組織委員長 

松崎 勝巳 京都大学大学院薬学研究科 組織委員長 

赤路 健一 京都薬科大学  

相本 三郎 （財）蛋白質研究奨励会  

三原 久和 東京工業大学  

菅 裕明 東京大学  

南竹 義春 第一三共株式会社  

Ferenc Hudecz エトヴェシュ・ロラーンド大学(ハンガリー)  

Annette Beck-Sickinger ライプツィヒ大学(ドイツ)  

Philip Dawson スクリプス研究所(アメリカ)  

Joel P. Schneider 国立癌研究所(アメリカ)  

John D. Wade メルボルン大学(オーストラリア)  

Jaehoon Yu ソウル国立大学(韓国)  

Yan-mei Li 精華大学(中国)  

Padmanabhan Balaram インド国立科学教育研究所(インド)  

James P. Tam 南洋理工大学(シンガポール)  

  



【 附設展示会 募集要項 】 

 
●展示会期 2018年 （12月 3日（月） 14：00～17：00※この日は出展者搬入のみ） 
  12月 4日（火） 9：30～17：30 
   5日（水） 9：30～14：00 ※参加者は14：15からエクスカーションの予定あり 
   6日（木） 9：30～17：30 
   7日（金） 9：30～15：30 ※出展者搬出 15：50～ 
 なお、上記日程は全て（予定）となっておりますので、詳細は会期前に送付する出品確認書のスケジュールをご確認ください。 
 
●展示会場 みやこめっせ 1階 第2展示場A面（〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1） 
 
●搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬 入･･･ 2018年 12月 3日（月） 14：00～17：00 
  搬 出･･･ 2018年 12月 7日（金） 15：30～ 
 
●申込締切日 2018年 9月27日（木） 

※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（規格） 募集小間数 ：  30小間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 小間規格：A、Cタイプ共通 － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
－ 小間規格：Bタイプ － 
 
 
 
 
 

 

Ａタイプ-2 ￥２５０，０００（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2,000×奥行1,000×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 

※基礎小間制作仕様は、システムパネルとなります。壁面に画鋲や釘等

を使用することはできません。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。 

Ｂタイプ （バックパネルなし) － ￥２０，０００（税別） 

募集対象 - 出版社・書店・翻訳 のみ 

セット内容：展示台（幅1,800mm×奥行900mm×高さ750mm）、イス

1脚、社名板（スタンド）。台上や腰の覆い布はありませんので、ご用

意ください 

Cタイプ ￥１００，０００（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 

Ａタイプ-1 ￥３００，０００（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（当日￥70,000）+Welcome Party（12/3）参加権利 

1名分付き ※Banquet(12/7)の参加権利はありません。 

小間サイズ：幅2,000×奥行1,000×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 

※基礎小間制作仕様は、システムパネルとなります。壁面に画鋲や釘等

を使用することはできません。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。 



  
※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。 

 

 
 

  
●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 

2018年9月27日迄に受領した場合･････請求額（出品料金＋消費税

を含んだ金額）の50%の金額をお支払いいただきます。 

2018年9月27日以降に受領した場合･･･請求額（出品料金＋消費税

を含んだ金額）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：衛藤 匡  
  〒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(代表) /FAX.03-3230-2479/E-mail： 10ips@aeplan.co.jp 
 
 
●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。 
 

 

  



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10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会 
展示会 申込書 

- 申込締切日：2018年9月27日（木） – 
年     月     日 

下記の通り申込みいたします。 
 

申込社 JPN   

 ENG   

代表責任者 氏名   

 所属   

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. 

ホームページURL.  

 
 
 
 

 

◇展示会 申込み ※表記金額は消費税を含んでおりません  
小間タイプ タイプ単価 申込小間数 合計  電源仮設申込み 

□ Aタイプ-1 ¥ 300,000 
小間 円  使用電力： 申込容量 

   □ Aタイプ-2 ¥ 250,000 
小間 円 

 100V ：       W 

□ Cタイプ（アカデミック） ¥ 100,000 
            小間                 円 

 料金： 

□ Bタイプ（出版・書籍・翻訳のみ） ¥  20,000 
小間 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。 

 
●搬入出の予定 ※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） 

 
 

※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。 

 

 

 
 

 

事務局欄 受理： 

□ ランチョンセミナーセット 

□ 展示 

送信： 請求： 小間No： 



第10回国際ペプチドシンポジウム / 第55回ペプチド討論会 
Program & Abstracts広告掲載募集 

 
第10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会で発行する「Program & Abstracts」への広告掲載を募集し

ます。 
発行部数は1,000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 
  後付 （白黒 1頁）  … 50,000円（税別） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込先】 
株式会社エー・イー企画 第10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会 Program & Abstracts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. 10ips@aeplan.co.jp 

 
申込先： FAX. 03-3230-2479/E-Mail. 10ips@aeplan.co.jp 

 
第10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会「Program & Abstracts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。 
申込日：      年     月     日 

 

 

 

 

貴社名 （日本語） ：   

貴社名 （英語）       ：   

部 署 名 ：  
ご担当者名： 
E-mail： 

住 所 ： 〒 TEL： 
 

掲載場所 スペース 金額 
表紙回り □ 表4 （カラー） 
 □  表2 （カラー） 
 □ 表3 （カラー） 
 □ 後付（白黒） 
  

1ページ 
1ページ 
1ページ 

ページ分 
 

円 

◇発行日 2018年11月下旬（予定） 

◇申込締切日 2018年9月27日（木） 

◇原稿締切日 2018年10月3日（水） 

◇版型サイズ A4版（天地 297mm×左右 210mm） 

◇広告サイズ 1ページ 天地 260mm×左右 180mm 

 ※ブリード（断ち落し）不可 

◇入稿形態 完全データで入稿ください 

 校正紙（出力見本）を添付 

※データ入稿形式：Adobe IllustratorまたはPDF 

－FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。 

－グレースケールにてお送りください。 

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。 

mailto:10ips@aeplan.co.jp


 

第10回国際ペプチドシンポジウム / 第55回ペプチド討論会 
スクリーン広告掲載募集 

 

第10回国際ペプチドシンポジウム/第55回ペプチド討論会では、次の講演会場で投影するスクリーン広告を募集いたし

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。 

■スクリーン広告 

◆申込締切日： 2018年11月1日 ※募集枠数の 5枠となり次第受付終了 

◆料金 ：  100,000円（税別）/枠 

◆募集内容    12月3日（月）～7日（金）の各日、各講演前の休憩時間（ランチョン開催前を除く）に、 

PRスライドを各講演会場のスクリーンへ投影いたします。 

※申込企業様にはPR用のスライド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（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 
 

 

 

第10回国際ペプチドシンポジウム / 第55回ペプチド討論会 
スクリーン広告掲載 申込書 
申込先： FAX. 03-3230-2479/E-Mail. 10ips@aeplan.co.jp 

 

貴社名（和文）                              

 

貴社名（英文）                              

 

住所（〒     ）                           

 

担当者名：             フリガナ                

mailto:10ips@aeplan.co.jp


 

TEL.                E-mail                 


