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◎ 第89回日本生化学会大会は ・・・

◆メインテーマは 「生化学の創造的復興」 です

◆サブテーマとして、生化学と創薬・疾患・酸素・ゲノムについてPlenary lectureおよび企

画シンポジウムを計画

◆出展者との特別情報会・交流会を企画します

●特別情報会の演者は、文部科学省ライフ課、AMED理事長、PMDA理

事、がん研究所所長、東北メディカルメガバンク機構長等に依頼し、

生化学と今後の研究トレンドについて講演をいただく予定です

●講演後には、情報交換交流のミキサーを実施します

●この特別情報会に参加できるのは、出展者（出展規模により参加者を

制限させていただきます）と演者、生化学会評議員、大会幹事に限定

します

◆展示会場は、参加者と交流が取れやすいように配置します

◆ランチョンセミナーは事前参加登録制とし、情報を主催者に事前にお渡しします

◆出展者には大会幹事、プログラム委員、企画シンポジウム座長の所属情報等を事前

開示いたします

◆仙台開催は、第68回大会の1995年（平成7年）以降 ２０年ぶりの開催です

◆会場構成 – 仙台国際会議センター会議棟と展示棟（2015年完成）と東北大学川内

キャンパスとなります。

◆アクセスが便利 - 会場への地下鉄が2015年12月に開通し、仙台駅よりアクセスが

非常に良くなります

◆宮城県・仙台市と協力体制 - 本大会は数千人規模の学会としての試金石となるも

のですので他学会の誘致のため、宮城県・仙台市とも協力しております

以上のような理由で、2016年生化学大会に是非とも協賛をいただきたく存じます。 
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また、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。 

またInternational Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)に

おいては、本会監事の中野明彦先生が次期Auditor、福井清先生は現

Presidentです。2017年では合同で大会を開催することが決まっております。 

第89回日本生化学会大会 

会頭 山本 雅之 

東北大学大学院医学系研究科 
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◆ 開催概要

●名称 第89回日本生化学会大会 

The 89th Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society 

●会期 2016年（平成28年） 9月 25日（日）～ 9月 27日（火） 

●会場 仙台国際センター、東北大学 （予定） 

◎展示会場 ： 仙台国際センター 展示場

●予定参加者数 4,000名 

●プログラム ・特別講演

・シンポジウム

・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 … その他 

●組織委員会 （2015年8月27日現在）

会頭 山本 雅之 東北大学 

総務幹事 本橋 ほづみ 東北大学 

プログラム幹事 高橋 智 筑波大学 

幹事補佐 伊東 健 弘前大学 

幹事補佐 赤池 孝章 東北大学 

幹事補佐 深水 昭吉 筑波大学 

幹事補佐 清水 律子 東北大学 

プログラム委員 

青木 淳賢 東北大学 

五十嵐 和彦 東北大学 

一瀬 白帝 山形大学 

稲葉 謙次 東北大学 

入江 賢児 筑波大学 

内田 隆史 東北大学 

依馬 正次 滋賀医科大学 

大根田 絹子 高崎健康福祉大学 

片桐 秀樹 東北大学 

木下 賢吾 東北大学 

久下 周佐 東北医科薬科大学 

熊谷 嘉人 筑波大学 

久場 敬司 秋田大学 

小柴 生造 東北大学 

小林 聡 同志社大学 

小林 牧 京都大学 

小林 麻己人 筑波大学 

小松 雅明 新潟大学 

酒井 寿郎 東京大学 

澤 智裕 熊本大学 

鈴木 教郎 東北大学 

高井 俊行 東北大学 

高橋 砂織 秋田県総食研 

田代 聡 広島大学 

田中 耕三 東北大学 

谷本 啓司 筑波大学 

千葉 奈津子 東北大学 

辻田 忠志 佐賀大学 

中島 修 山形大学 

西森 克彦 東北大学 

萩原 正敏 京都大学 

原田 昌彦 東北大学 

久武 幸司 筑波大学 

福田 光則 東北大学 

藤井 順逸 山形大学 

古山 和道 岩手医科大学 

水野 健作 東北大学 

森口 尚 東北医科薬科大学 

安田 純 東北大学 

吉田 稔 理研 
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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

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 2,864,000 学会本部補助金 

（3）共催セミナー収入 6,156,000 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 31,536,000 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 1,512,000 ホームページバナー等

（6）寄付金 14,915,000 日本製薬団体連合会、仙台市、

その他 

計 79,863,000 

（2）支出の部

※2016 年 4 月 2 日現在 

費目 予算 備考 

（1）会議準備費 15,683,336 印刷・製作、通信･運搬費等 

（2）会議当日費 27,849,068 会場、付帯設備、機材・設営、

等 諸経費 

26,303,826 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 10,026,771 人件費、業務委託費、その他諸

経費等 

計 79,863,000 
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大会日程表 ※2015 年 9 月 25 日現在
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第89回日本生化学会大会プログラム集広告掲載募集 

※2015年 9月25日現在 予定

第89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89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 岩波書店一ツ橋別館4F 

TEL.03-3230-2744  FAX.03-3230-2479  E-mail.adinfo@aeplan.co.jp 

第89回日本生化学会大会「プログラム集」広告掲載申込書 

年    月    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4 ・ 表2 ・ 表3 

後付（白黒） ・ 後付（カラー） 
ページ 円 

◇発行日

◇申込締切日

◇原稿締切日

◇版型サイズ

◇広告サイズ

◇入稿形態

2016 年 8 月下旬 

2016 年 6 月 10 日  

2016 年 6 月 20 日  

A5判(天地 210 × 左右 148 mm)

1頁 天地 180 × 左右 125 mm 

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89回日本生化学会大会各種広告掲載募集

※2015 年 9 月 25 日現在 予定

第 89 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 ： 200,000 円（税別）/枠 

◆募集内容 第89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 

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 2016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： 2016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 2016年 6月15日（予定） 

料金 ： 200,000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。 

※ 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 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（第89回日本生化学会大会附設展示会専用）: e_16jbs@aeplan.co.jp
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申込日：   年 月     日 

第89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（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】 

第89回日本生化学会大会展示会事務局（㈱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_16jbs@aeplan.co.jp
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第89回日本生化学会大会 メール配信広告 募集 – 予定 -

※2015年 9月 25日現在 予定

◆募集内容 第89回日本生化学会大会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 2,500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、ランチョンセミナー内容を配信予定

◆配信予定 2016年 8月下旬より週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 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（第89回日本生化学会大会附設展示会専用）:

e_16jbs@aeplan.co.jp 
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申込日：      年     月     日 

第89回日本生化学会大会 メール配信広告 申込書 

 

 

下記の通り、 第89回日本生化学会大会メール配信広告を申し込みます 

 

   □ 第1回目配信      枠（ 8万 消費税別/枠） 

   □ 第2回目配信      枠（ 8万 消費税別/枠） 

   □ 第3回目配信      枠（ 8万 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】 
 

第89回日本生化学会大会展示会事務局（㈱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_16jbs@aeplan.co.jp 
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第89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 

※2015年 9月 25日現在 予定 

 

第89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89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。 

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： 2016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 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 （ 第 89 回 日 本 生 化 学 会 大 会 附 設 展 示 会 専 用 ） : 

e_16jbs@aeplan.co.jp 
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第89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.     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.     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】 
 

第89回日本生化学会大会展示会事務局（㈱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_16jbs@aeplan.co.jp 

  




