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◆ 開催概要
●名称

BMB2015 （Biochemistry and Molecular Biology 2015）
第38回日本分子生物学会年会・第88回日本生化学会大会 合同大会
（Joint Meeting of Biochemistry and Molecular Biology 2015）

●会期

2015年（平成27年）12月1日（火）～12月4日（金）

●会場

神戸ポートアイランド（神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場）

●予定参加者数

10,000名

●組織委員会 ※2014年11月現在

第38回日本分子生物学会年会
年会長
プログラム幹事
庶務幹事

影山 龍一郎 （京都大学 ウイルス研究所）
中山 和久
（京都大学大学院 薬学研究科）
仲野 徹
（大阪大学大学院 医学系研究科）

第88回日本生化学会大会

◎展示会 会期
◎展示会 会場

会頭
プログラム幹事

遠藤 斗志也 （京都産業大学 総合生命科学部）
田口 英樹
（東京工業大学大学院 生命理工学研究科）

庶務幹事

吉森 保

（大阪大学大学院 医学系研究科）

2015年（平成27年）12月1日（火）～12月3日（木）
神戸国際展示場 1号館・2号館・3号館
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-11-1

ポスターイメージ
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BMB2015プログラム集広告掲載募集
※2014年11月20日現在 予定

BMB2015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。
BMB2015参加者のみならず、日本分子生物学会の全会員、日本生化学会の全会員にも配布され、発行部数は
27,000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

◇発行日 2015 年 10 月中旬

掲載場所 掲載料金

◇申込締切

2015 年 7 月 20 日

表 4 （4色）

…270,000円（税別）

◇原稿締切

2015 年 7 月 30 日

表 3 （4色）

…220,000円（税別）

◇版型サイズ

A5 判（天地 210×左右 148mm）

表 2 （4色）

…240,000円（税別）

◇広告サイズ

1 頁 天地 180×左右 125mm

後付 （白黒）

…120,000円（税別）

後付 （4色）

…180,000円（税別）

（白黒・カラー共にブリード（裁ち落とし）は不可）
◇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。

【申込先】
株式会社エー・イー企画 BMB2015 プログラム広告係
〒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.adinfo@aeplan.co.jp

BMB2015「プログラム集」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。
貴社名：
ご担当者名：

部署名：
住 所 ：

E-mail：
〒

TEL：
FAX：
掲載場所

スペース

金額

表4 ・ 表2 ・ 表3
ページ
後付（白黒） ・ 後付（カラー）
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円

BMB2015各種広告掲載募集
※2014 年 12 月 19 日現在 予定

BMB2015 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 ： 200,000 円（税別）/枠
◆募集内容

BMB2015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

掲載サイズ： W 270 px × H 80 px
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。
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■アプリバナー広告

◆申込締切日

2015年 7月31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： 2015年 8月31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

2015年 10月1日（予定）

料金 ： 200,000円（税別）/枠
◆募集内容

12/1～4の各日、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。
※ 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

【お問合せ・お申込み先】
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（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp
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申込日：

年

月

BMB2015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（200,000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（200,000円消費税別/枠）を申込みます

貴社名

所在地（〒

－

）

ご担当者
氏

名：

所属部署：
Tel：

Fax：

E-mail：

【お問合せ・お申込み先】
BMB2015展示会事務局（㈱エー・イー企画内）
〒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：e_15bmb@aeplan.co.jp
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日

BMB2015 メール配信広告 募集
※2014年11月20日現在 予定

◆募集内容

BMB2015では会期前に事前参加登録者へメール配信を行います。
その際、配信するコンテンツ上段に掲載することができるテキスト広告を募集いたします。
PRメディアとして是非ご利用ください。

◆事前参加登録者数

約6000名（過去開催実績より勘案）

◆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

2015年11月上旬より週1回ペース、計3回配信予定

◆募集数

1配信あたり最大 3枠

◆費用

100,000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申込先までE-mailにてお送りください

◆備考

配信確認として、配信後、E-mailにて広告掲載メールを送信いたします

【お問合せ・お申込み先】
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（BMB2015附設展示会専用）: e_15bmb@aeplan.co.jp
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申込日：

年

BMB2015 メール配信広告 申込書

下記の通り、 BMB2015メール配信広告を申し込みます
配信日（予定）

□ 2015年11月 1週目

枠（10万

消費税別/枠）

□ 2015年11月 2週目

枠（10万

消費税別/枠）

□ 2015年11月 3週目

枠（10万

消費税別/枠）

貴社名

所在地（〒

－

）

ご担当者
氏

名：

所属部署：
Tel：

Fax：

E-mail：

【お問合せ・お申込み先】
BMB2015展示会事務局（㈱エー・イー企画内）
〒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：e_15bmb@aeplan.co.jp
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月

日

