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JAACT2022 
日本動物細胞工学会 2022年度国内大会 

テクニカルセミナー募集案内書

◆日時

◆場所

◆募集枠数

◆共催費

※参加は展示会出展企業が対象となります。

◆申込締切日

◆原稿等締切日

2022 年 5月 27日(金) 

大会要旨集(PDF)に演題・演者名・要旨を掲載いたします。原稿の手配をお願いいたします。 

※2022年 6月 15 日(水）までに要旨内容をお送りください。

締切日については要旨集の作成等により変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

◆申込・問合せ

申込みの際は下記ポリシーにご同意いただいたうえでお申込みください。

申込み受理後は、実行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。実行委員会が解約を認めた場合でも、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ください。

※解約料金

申し込み締切日以前に受領した場合…請求額の50％をお支払いください。

申し込み締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。

天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、大

会および展示会等の開催を変更・中止する場合があります。この変更により生じた

協賛各社の損害は補償できかねます。前述の原因により開催中止を決定した場合に

は、主催は協賛各社に対し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除いた金額

を算出し、ご返金致します。

株式会社エー・イー企画 担当 関根 一成 

 〒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. jaact2022@aeplan.co.jp

◆キャンセルポリシー

【 実施要項 】 

2022年　７月 ２6日(火）　14：40～16：40(予定）

タワーホール船堀2F

4枠　（1枠　25分　）

330，０００円（税込） / 1枠

大会実行委員長   大政 健史
（大阪大学大学院工学研究科　教授）

mailto:e_jaact2020@aeplan.co.jp?subject=JAACT2020%20%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%83%BB%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B


　JAACT2022

テクニカルセミナー申込書

2022年  月    日 

申込枠数  × ￥ 330,000 　　　合計    円 

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日」までにご連絡ください。 

◆申込締切日

申込書送付先 

2022 年 5月 27日(金) 

株式会社エー・イー企画 担当行  FAX. 03-3230-2479 E-mail.jaact2022@aeplan.co.jp 

申込者 
和文 

英文 

所在地 （〒   ） 

住所 

TEL（代表） 

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須：お申込み後はE-mailでのご案内がございます。

mailto:e_jaact2020@aeplan.co.jp?subject=JAACT2020%20%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%83%BB%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B


202203

JAACT2022 
日本動物細胞工学会 2022 年度国内大会 

ランチョンセミナー募集案内書

大会実行委員長  大政 健史

（大阪大学大学院工学研究科　教授） 

◆日時

◆場所

◆募集枠数

◆共催費

【 実施要項 】 

２０２2年 ７ 月 ２6 日（火）　12:40～13:30　・　２7日（水）　12：40～13：30 　5０分 予定 

タワーホール船堀2F

2 枠 （各日 1 枠 ） 

495,000 円（税込） 

※参加は展示会出展企業が対象となります。

◆申込締切日

◆原稿等締切日

2022 年 ５月 27日(金) 

大会要旨集(PDF)に演題・演者名・要旨を掲載いたします。原稿の手配をお願いいたします。 

※2022 年 6 月 15 日(水）までに要旨内容をお送りください。

締切日については要旨集の作成等により変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

◆申込・問合せ 株式会社エー・イー企画 担当 関根 一成 

 〒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. jaact2022@aeplan.co.jp

申込みの際は下記ポリシーにご同意いただいたうえでお申込みください。

申込み受理後は、実行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。実行委員会が解約を認めた場合でも、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ください。

※解約料金

申し込み締切日以前に受領した場合…請求額の50％をお支払いください。

申し込み締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。

天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、大

会および展示会等の開催を変更・中止する場合があります。この変更により生じた

協賛各社の損害は補償できかねます。前述の原因により開催中止を決定した場合に

は、主催は協賛各社に対し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除いた金額

を算出し、ご返金致します。

◆キャンセルポリシー

mailto:e_jaact2020@aeplan.co.jp?subject=JAACT2020Fuchu%2020%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%83%BB%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B


JAACT2022 

ランチョンセミナー申込書
2022年  月    日 

◆発表希望日 第１希望日：  月     日    第２希望日：   月     日 

※発表日の希望は、原則申込順といたしますが、最終決定は主催が検討し決定いたしますことをご了

承ください。

講演概要 
発表される内容をご記入ください。※演題名、講演者名等は「演題名・演者名 原稿 締切日」までにご連絡ください。 

◆申込締切日

申込書送付先 

2022 年 5 月 27 日(金) 

株式会社エー・イー企画 担当行  FAX. 03-3230-2479 E-mail.jaact2022@aeplan.co.jp 

申込者 
和文 

英文 

所在地 （〒   ） 

住所 

TEL（代表） 

ご担当者 

氏名 TEL. 

所属部課 FAX. 

E-mail ※必須：お申込み後はE-mailでのご案内がございます。

mailto:e_jaact2020@aeplan.co.jp?subject=JAACT2020Fuchu%20%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%83%BB%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B


日本動物細胞工学会2022年度大会　　　
（JAACT2022）

展示会・広告案内書

◆会　期：2022年7月26日(火) ～27日(水)

◆場　所：タワーホール船堀2F
（〒134-0091　東京都江戸川区船堀4-1-1）

◆実行委員長：大政　健史　（大阪大学大学院工学研究科　教授）

開催概要



2022年6月10日（金）　

※●蛍光灯(40ｗ）
●バックパネル
（Ｗ1,980×Ｈ2,400）
●社名板
●テーブル
（Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ750）
（台上と腰には布が巻かれています）

※締切日を過ぎてからのキャンセルは出展費用の払い戻しはできませんのでご了承ください。

　最大電力数に達した場合はお断りさせていただく場合もございます。ご了承ください。

搬入・搬出　

小間規格

電力料金

申込方法

申込締切

展示会会期

出展料金 Aタイプ１小間　

Bタイプ（書籍展示のみ）１小間

2022年7月26日（火）  10:00～17:30 
2022年7月27日（水）     9:30～14:30

￥220,000（税込）

￥　22,000（税込）

日本動物細胞工学会2022年度大会（JAACT2022) 展示会事務局　担当：関根　一成

〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-4-4　一ツ橋別館4階

E-mail：jaact2022@aeplan.co.jp

電力（１００Ｖ）ご使用の場合、電源仮設工事費および消費電力料金は
出品者の負担となります。料金は下記の通りです。

500Wまで･････････\22,000（税込）
501W以上1000Wまで･････････\27,500（税込）

※1000W以上ご使用の場合は、1ＫW増すごとに\16,500を加算いたします。
※200Vは会場に設備がありません。ご了承ください。
。

Bタイプ（書籍）
　間口1,800mm×奥行900mm×高さ750mmのテーブルで、台上と腰には布が巻かれています。

搬入：2022年7月25日14:00～18::00　搬出：2022年7月27日14：30～

Aタイプ（機器・試薬）

※プログラムにより変更になる可能性があります。予めご了承ください。

2,400mm

1,800mm
900mm

750mm



出品台の有無

出品の取り消し

出品物の管理

ブースには出品台が含まれていますが、床面に直接機器等を設置したい場合は、
申込書に出品台不要の旨をご記入ください。

申込みの際は下記ポリシーにご同意いただいたうえでお申込みください。申込み受理後は、実行
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。実行委員会が解約を認め
た場合でも、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
ください。
※解約料金
申し込み締切日以前に受領した場合…請求額の50％をお支払いください。
申し込み締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。
天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催の責任に帰し得ない原因により、大会および展示
会等の開催を変更・中止する場合があります。この変更により生じた協賛各社の損害は補償でき
かねます。前述の原因により開催中止を決定した場合には、主催は協賛各社に対し、会期前に納
入された協賛費から準備費用を除いた金額を算出し、ご返金致します。

各出品物の管理は出品者が責任をもつものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛失・火災・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。

注意事項

会場レイアウト

タワーホール船堀2F



大会プログラム要旨集　電子版（PDF）広告

動画広告

●大会プログラム要旨集表紙の後に限定3社

（入稿形態：PDF、広告サイズ：H260ｍｍ×W180ｍｍ）

表紙後1頁目 ￥132,000      

表紙後2頁目  ￥ 99,000 

表紙後3頁目　  \  88,000

●シンポジウム扉広告

広告のご案内

申込書

入稿形態：PDF、

広告サイズ：H130ｍｍ×W180ｍｍ）

シンポジウム1　\  77,000  （税込）

シンポジウム2　\  77,000  （税込）

シンポジウム3　\  77,000  （税込）

広告申込締切日：2022年6月10日(金)
広告原稿締切日：2022年6月17日(金)

各シンポジウム開始前または後に1分間以内の紹介動画（MP4)を流します。

※シンポジウム内容については大会HPをご覧ください。

・放映希望のシンポジウム枠を指定できます。

・製品の紹介、展示ブースのPRにご活用ください。

・詳細はご相談ください。

広告申込締切日：2022年7月1日(金)

広告原稿締切日：2022年7月8日(金)

ご希望の頁に丸を付けてください。

大会プログラム要旨集　　表紙後1頁目　 　表紙後2頁目　 　表紙後3頁目

シンポジウム1　シンポジウム2 シンポジウム3

動画広告　 シンポジウム1　シンポジウム2 シンポジウム3

貴社名：

部署名：

氏　名：

E-mail：

住   所：

電  話 ：

お申込先：E-mail：jaact2022@aeplan.co.jp FAX. ：03-3230-2479

2022年　　 月 日

シンポジウム扉頁

（税込）

（税込）

（税込）



2022年　　月　　日

締切日　2022年6月10日（金）
※お申込先　　E-mail：jaact2022@aeplan.co.jp

FAX.   ：03-3230-2479

WEBアドレス

広 告 掲 載（有料）

希望する　（　　）
希望しない（　　）

日本動物細胞工学会2022年度国内大会（JAACT2022）  附設展示会




