2010 年 1 月 23 日

関 係 者 各 位
2010国際ポリアミン会議
組織委員長

松藤

千弥

（東京慈恵会医科大学）

2010 国際ポリアミン会議への協賛のお願い
拝啓

向春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび 2010 国際ポリアミン会議 を開催することになりました。ポリアミンの世界的な交流は、
1975 年よりゴードン研究会議が隔年で開催され、その他に各国で国際会議が随時開催されてきました。日本
では 1986 年、1990 年、1996 年、2004 年にひきつづき５回目の国際会議となります。
近年も次々と新たな知見が報告される中、ポリアミンと医学・生命化学との関連が一層鮮明になってきた
この機会をとらえ、国内外の研究者が一堂に会し、ポリアミン研究のあらたな展開に焦点をあてて討論を行
い、今後のポリアミン研究を一段と活性化することが、本国際会議の目的です。
この 2010 国際ポリアミン会議 において、次の広告・展示を募集しております。
1. 要旨集への掲載広告
2. コングレスバッグへ差し込み広告
3. カタログ展示
4. ブース展示
5. コングレスバッグへの企業名印刷広告
つきましては、是非、貴社の広告・出展をご検討くださいますようお願い申し上げます。貴社の広告等は、
大会参加者にとって大変役立つものと存じます。各協賛の詳細や申込方法は別紙の通りです。これらをご覧
になり、ご協賛いただけます場合は、申込フォームに必要事項をご記入の上、送付先までお送り下さい。ど
うぞ、今後のポリアミン研究の発展のために格別のご配慮をいただけますようよろしくお願い申しあげます。
敬具
名

称：

2010 国際ポリアミン会議

日

程：

2010 年 6 月 14 日（月）~

会

場：

御殿場高原リゾート

18 日（金）

時之栖

御殿場高原ホテル BU

〒 413-0033 静岡県御殿場市神山 719
主

催：

TEL: 0550-87-1414

FAX: 0550-87-6541

日本ポリアミン学会

参加予定人数：130~150 名（海外：14 カ国より約 30 名、国内：100~120 名）
Web ページ： http://pa.umin.jp/2010IPC.html

連

絡

先：

E-mail：polyamine@jikei.ac.jp
大城戸

TEL: 03-3433-1111(内線 2276)

FAX: 03-3436-3897

真喜子（広告担当事務）

〒105-8461 東京都港区西新橋 3-25-8

東京慈恵会医科大学
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分子生物学講座

広告・協賛の内容とお申し込み方法について
内容によって締切日が異なりますが、最も早い締切日に一括してお申し込みいただいてもかまいません。そ
れぞれの締切日の前に個別にお申し込みいただいても結構です。
また同じ内容を日本ポリアミン学会のWeb ページ http://pa.umin.jp/2010IPC.htmlにも掲載しておりますので、
ご参照ください。メールによる申込フォーム (excel) もございます。

広

告・協

賛

一

覧

１．要旨集への掲載広告
A4 サイズ、200 ページ、200 部ずつ英語で印刷し、世界各国からの参加者全員に配布されます。商品等の
広告だけでなく、セミナーや人材募集等の広告も可能です。
・掲載媒体

2010 国際ポリアミン会議 要旨集

・大きさ

A4

・言語

海外で販売している商品の広告はなるべく英語でお願いいたします。

・配布予定部数

200 部

（国際ポリアミン会議参加者、および日本ポリアミン学会会員）

・広告料
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表４

A4 １ページ カラー印刷

68,000 円

表３対向

A4 １ページ 白黒印刷

58,000 円

巻末広告ページ

A4 １ページ 白黒印刷

48,000 円

巻末広告ページ

A4 半ページ 白黒印刷

28,000 円

・申込締切日

2010 年 4 月 14 日（水）

・原稿送付期日

2010 年 4 月 28 日（水）必着

・原稿送付方法

掲載広告の原稿は貴社でご用意ください。
原稿は印刷原稿および jpg ファイルをご用意ください。
印刷原稿は FAX もしくは郵送で、電子ファイルはメールで、６ページに記載した
原稿送付先までお送りください。

・掲載位置の決定

表４と裏３対向については、複数申込があった場合は抽選とさせていただきます。
抽選であたらなかった場合、巻末広告白黒ページへの掲載とさせていただきます。
4 月 17 日（土）までに決定した掲載位置について連絡させていただきます。
上記２箇所以外の割付は事務局でさせていただきますので、ご希望に添えない場合が
ありますことをあらかじめご了承ください。

・振込方法

６ページに記載した振込先に、4 月 23 日（金）までに代金をお振り込みください。

２．コングレスバックへの差し込み広告
コングレスバックへの差し込みによる広告は、A4 サイズ以下のチラシ、パンフレットや CD や試供品など
を募集しております。8 ページを超えるパンフレットや小型でない試供品はカタログ展示をご利用ください。
・掲載媒体

2010 国際ポリアミン会議コングレスバックへの差し込み広告

・配布日

2010 年 6 月 14 日（月）大会初日受付時

・言語

海外で販売している商品の広告はなるべく英語でお願いいたします。

・配布予定部数

150

・広告料

以下からひとつ

（国際ポリアミン会議参加者）
28,000 円

・チラシ：A4 以下
・パンフレット：A4 以下、8 ページ以内
・CD
・小型試供品
・申込締切日

2010 年 5 月 21 日（金）

・物品送付方法

6 月 12 日（土）必着で差し込み物品 150 部を６ページに記載した会議会場送付宛先に
送付してください。

・振込方法

申込後 1 週間以内に差し込み広告承諾の連絡をさせていただきます。
６ページに記載した振込先に、5 月 28 日（金）までに代金をお振り込みください。

３．カタログの展示
ポスター会場入口、もしくは学会会場・ポスター会場共通の前室にカタログやパンフレット、試供品を展
示させていただきます。
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・掲載媒体

2010 国際ポリアミン会議ポスター会場入口もしくは学会会場・ポスター会場前室での
カタログ展示広告

・掲載期間

2010 年 6 月 14 日（月）~18 日（金）5 日間

・言語

海外で販売している商品の広告はなるべく英語でお願いいたします。

・広告料

カタログ・パンフレット・試供品

・申込締切日

2010 年 5 月 21 日（金）

・掲載方法

カタログ展示専用の長机を会場内に設置します。

から 2 点まで

25,000 円

社名入りのプレートを前に配置し、展示物をそれぞれ積み上げる形で設置します。
・出展部数

1 点の積み上げる高さが 40cm を越さない範囲内にお願いします。

・出展物送付方法

6 月 12 日（土）必着で社名入りプレートと展示物を６ページに記載した会議会場送付
宛先に送付してください。直接お持ちいただいても構いません。
参加者の任意で展示物を持ち帰ってもらいますが、残った展示物は事務局で処理します。
返品を希望される場合は、展示物送付時、着払い返品用の送り状を同封してください。

・振込方法

申込後 1 週間以内に差し込みカタログ出展承諾の連絡をさせていただきます。
６ページに記載した振込先に、5 月 28 日（金）までに代金をお振り込みください。

４．ブース展示
学会会場・ポスター会場共通の前室にブース展示箇所を設けさせていただきます。
・掲載媒体

2010 国際ポリアミン会議学会会場・ポスター会場共通の前室でのブース展示

・掲載期間

2010 年 6 月 14 日（火）~18 日（木）1~5 日間

・言語

海外からの参加者にも対応できるようにお願いします。

・広告料

ブース内での商品案内・実演等

・申込締切日

2010 年 4 月 14 日（水）

・掲載方法

設置されたブース内で、商品の案内・実演等を行って下さい。

50,000 円 + ブース設置実費

申込多数の場合は、抽選させていただきます。

1500W 以下の電源、インターネット接続可能です。
なるべくご希望に添うように日程やスペースを調整したいと思います。
具体的な展示方法や希望についてご連絡ください。
・展示物設置方法

展示当日に展示物を設置してください。
学会会場、ポスター会場、前室とも特に施錠は行わない予定です。
展示物の管理については責任を負いかねます。

・振込方法

4 月 17 日（土）までに抽選結果を連絡させていただきます。
６ページに記載した振込先に、4 月 23 日（金）までに代金をお振り込みください。

５．コングレスバックへの企業名印刷による広告
オリジナルコングレスバックへの企業名印刷による広告を募集いたします。会議終了後も長く愛用される
ものを作製する予定ですので、是非とも協賛についてご検討ください。
・掲載媒体

オリジナルコングレスバックへの企業名印刷による広告
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・配布日

2010 年 6 月 14 日（月）大会初日受付時

・広告料

コングレスバックへ企業名か商品名の印刷

・申込締切日

2010 年 4 月 14 日（水）

・原稿送付期日

2010 年 4 月 28 日（金）必着

・掲載方法

オリジナルコングレスバッグ表面に、2010 ポリアミン国際会議の印字とともに、

80,000 円~

協賛企業様の社名もしくは商品名を複数並べて印字する予定です。10 社を上限に募集
いたします。印字は白一色プリントになります。
・作成個数

150 個

・原稿送付方法

原稿は貴社でご用意ください。
原稿は印刷原稿および JPEG ファイルをご用意ください。
印刷原稿は FAX もしくは郵送で、電子ファイルはメールで、６ページに記載した
原稿送付先までお送りください。

・振込方法

６ページに記載した振込先に、4 月 23 日（金）までに代金をお振り込みください。

６．その他の広告
ボールペン・クリアファイル・メモ用紙などの文具品、ネームカードホルダーなどのご提供による広告を
歓迎いたします。文具品類はコングレスバッグに入れて配布させていただきます。ネームカードホルダーは
申込順で１社とさせていただきます。
・申込締切日

2010 年 5 月 21 日（金）

・広告品送付方法

6 月 12 日（土）必着で広告品 150 個を６ページに記載した会議会場送付宛先に送付
してください。

・広告料

広告料は任意です。

・振込方法

６ページに記載した振込先に、5 月 28 日（金）までに広告料をお振り込みください。

７．ノベルティーグッズ・記念品
ノベルティーグッズ・記念品のご提供による協賛を歓迎いたします。よろしければ貴社名やロゴを入れて
ください。また可能であれば、「2010 国際ポリアミン会議」もしくは「2010 International Polyamine
Conference」も入れて下さい。
・申込締切日

2010 年 5 月 21 日（金）

・記念品個数

数個~150 個

１個~数個単位のグッズ：ポスター賞など、配布に際してご希望があればご相談ください。
150 個単位のグッズ：参加者へ記念品としてコングレスバッグに入れて配布させていただきます。
・記念品送付方法

大会前日までにグッズを下記会議会場に送付してください。

・振込方法

協賛額については任意ですが、
６ページに記載した振込先に、5 月 28 日（金）までに任意額をお振り込みください。
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申込先・原稿送付先・問い合わせ
E-mail：polyamine@jikei.ac.jp
Tel：03-3433-1111（ex.2276）

FAX: 03-3436-3897

2010 国際ポリアミン会議事務局 広告担当事務
〒105-8461 東京都港区西新橋 3-25-8

大城戸真喜子

東京慈恵会医科大学 分子生物学講座内

Web ページ： http://pa.umin.jp/2010IPC.html

振

込

先

三菱東京 UFJ 銀行
支店名：虎ノ門（とらのもん）

支店番号：０４１

口座番号：普通 ００７８７８３
口座名義：2010 国際ポリアミン会議
フリガナ：ニイゼロイチゼロ

代表

松藤

千弥

コクサイポリアミンカイギ

マツフジ

センヤ

＊振込人名義欄には御氏名と所属機関略称を入力下さるようお願いいたします。
＊ネットからの振込の場合の口座名はフリガナの口座名でお願い申し上げます（ダイヒョウは入りません）。
４月２３日

振込期限

１．抄録集への広告
４．ブース出展
５．コングレスバッグへの企業名印字広告
５月２８日

振込期限

２．コングレスバッグへの差し込み広告
３．カタログ展示広告
６. その他の広告
７. ノベルティーグッズ（記念品）のご提供

会議会場送付宛先
〒 413-0033 静岡県御殿場市神山 719
国際ポリアミン会議「担当
TEL: 0550-87-1414

御殿場高原ホテル BU

吉村様」気付 松藤 宛

FAX: 0550-87-6541

■広告媒体責任者
松藤

千弥（東京慈恵会医科大学

分子生物学講座）
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2010 国際ポリアミン会議 広告・協賛申込フォーム
ご協賛いただける項目をチェックし、小計、合計をご記入ください。必要事項の記入後、FAX もしく
はメールに添付してお申し込みください。メールの件名は、「広告、協賛申込

貴社名」としてくださ

い。一括でも、協賛別にお申し込みいただいても結構です。

FAX: 03-3436-3897

polyamine@jikei.ac.jp
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