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御挨拶

皆様、はじめまして、こんにちは。名古屋大学創薬科学研究科の饗場浩文と申します。皆様に
は平素から日本ゲノム微生物学会の事業にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、私が年会長を仰せつかり2020年3月6日（金）～ 8日（日）に、第14回日本ゲノム微

生物学会年会を名古屋で開催することになりました。会場は、愛知県産業労働センター「ウイン
クあいち」で、名古屋駅から至近距離にあり大変便利のよいところです。日本ゲノム微生物学会
を名古屋で開催するのは初めてとなりますので、ぜひ全国から多くの皆様をお迎えして、微生物
をキーワードに最新研究の成果の披露と研究交流を通して日本の科学の進展に貢献して参りたい
と思います。
日本ゲノム微生物学会は、会員数が500名を超え、2007年の設立時からほぼ倍増しています。
微生物は、古くから食と健康に関わるものとして、さらに基礎生物学のモデルとしても発展して
きましたが、近年は、今も手つかずの環境から未知の有用微生物や遺伝子資源の探索、病原微生
物の病因因子の発見、新規な生合成経路の発見、合成生物学、腸内細菌叢と人の健康など、その
研究は益々広がりを見せています。これら多様な研究を進める研究者が理、工、農、薬、医、環
境などあらゆる学問分野から集い、学会参加者は400名を超えると見込まれます。
企業の皆様には、本学会で研究成果を発表頂くのみならず、学会員に企業の皆様がお持ちの技

術、製品のご紹介もぜひお願いしたく存じます。
具体的には以下のような企業様対象企画を用意しておりますので、何卒積極的なご参加、ご協

力をお願い申し上げます。
（1） 広告（講演抄録集に広告を掲載します）
（2） 協賛金（貴社名を講演抄録集に掲載します）
（3） 企業展示（年会期間中、会場内に企業展示コーナーを設け、参加者と情報交換をしていた

だきます）
（4） ランチョンセミナー（学会期間中、昼食時にランチョンセミナーを開催し、企業情報をご

説明いただきます）
以上の企画を通して、学会員の視野を広げ、日本の学術文化の振興にご協力を賜れましたら幸

甚に存じます。
最後になりますが、貴社のますますのご発展を祈念申し上げます。

第14回日本ゲノム微生物学会年会
年会長　饗場浩文
（名古屋大学 創薬科学研究科 教授）
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1. 名　称 第14回日本ゲノム微生物学会年会

2. 会　期 2020年3月6日（金）～ 3月8日（日）（3日間）
  3月6日（金） 13：00～ 18：00（予定）
  3月7日（土） 9：00～ 18：00（予定）
  3月8日（日） 9：00～ 18：00（予定）

3. 会　場 主会場　ウインクあいち
  　　　　〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

4. 年会長 饗場浩文（名古屋大学 創薬科学研究科 教授）

5. 主　催 日本ゲノム微生物学会
  学会長　仁木　宏典（国立遺伝学研究所）

6. 参加予定者数 450名

7. お問い合わせ先 第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
  株式会社クバプロ内
  TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
  E-mail  sgmj2020@sgmj.org

開催概要
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講演抄録集・広告掲載募集要項

1. 掲載媒体 第14回日本ゲノム微生物学会年会　講演要旨集

2. 発行日 2020年3月6日（金）　

3. 規格と発行部数 A4判モノクロ　600部

4. 配布対象 日本ゲノム微生物学会員および当日参加者

5. 掲載料金および募集口数
  表紙4 1ページ ￥132,000（税込） 白黒1色　1社
  表紙2 1ページ ￥110,000（税込） 白黒1色　1社
  表紙3 1ページ ￥88,000（税込） 白黒1色　1社
  後   付 1ページ ￥55,000（税込） 白黒1色
  ※表2、表3、表4への掲載は、お申し込み先着順ささせていただきます。

6. 広告申込締切日 2020年2月3日（日）

7. 広告原稿締切 2020年2月10日（月）

8. 入稿形態 サイズ　1ページ：天地260 mm×左右180 mm
オフセット印刷のため、版下またはデータでご提出ください。
データでご提出いただく際には、フォント埋め込み済みのイラストレー
ター CS3までかPDF8.0以下でお願いします。

9. オプション企画 年会ホームページ（HP）バナー企画
年会HPに貴社のロゴマークを掲載して、貴社のHPにリンクさせていた
だきます。
記載料金：￥11,000
※上記は、要旨集への広告をお申込みいただいた方に限らせていただきます。

10. 　申込・問い合わせ先
  第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
  株式会社クバプロ内
  TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
  E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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第14回日本ゲノム微生物学会年会 
講演要旨集　広告掲載申込書

年　　月　　日

・講演抄録集に広告掲載を申し込みます。

  表紙4 1ページ ￥132,000 白黒1色（税込）

  表紙2 1ページ ￥110,000 白黒1色（税込）

  表紙3 1ページ ￥88,000 白黒1色（税込）

  後   付 1ページ ￥55,000 白黒1色（税込）

  ホームページバナー ￥11,000

・その他ご質問等がございましたらご記入ください。 
　別途事務局よりご連絡差し上げます。

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

申込・問い合わせ先：
第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
株式会社クバプロ内
TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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1. 展示会場 ウインクあいち　展示場　7階

2. 展示料金 Aタイプ　1小間 :￥132,000（税込）
  Bタイプ（書籍販売／テーブルのみ）1小間:書籍販売の際はご連絡ください

3. 規　格 Aタイプ（バックパネルあり）
  　間口1,800 mm×奥行900 mm×高さ750 mmのテーブル
  　白布にて台上を覆い、腰は紺布で覆います。
  Bタイプ（バックパネルなし）
  　間口1,800 mm×奥行900 mm×高さ750 mmのテーブル
  　白布にて台上を覆い、腰は紺布で覆います。

4. 電力料金 100 W以上500 Wまで ￥19,800（税込）
  501 W以上1 KWまで ￥25,300（税込）

※ただし、1 KW以上のご使用の場合は、1 KWごとに￥13,200（税込）を
加算させていただきます。

5. 搬入・搬出 搬入日　2020年3月6日（金）9：00～ 12：00（予定）
  搬出日　2020年3月8日（日）15：30より（予定）

6. 特別装飾 出展者の費用で施行してください。
展示設計等はご自由ですが、展示場の構造や設備・主催者規制・消防法な

付設展示募集要項

社名板

展示台
W1,800×D900×H750mm

布張：白

40W蛍光灯

1,800mm
900mm

75
0
m
m

2,
10
0
m
m

バックパネル
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どの規制がございます。
7. お申し込み締め切り日
  2020年1月31日（金）
  ※小間数に制限がありますので、お早めにお申し込みください。
  　満小間になり次第締め切らせていただきます。
  　小間の配置につきましては、大会事務局にご一任ください。

8. 御請求・お支払いについて
お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込下さい。
また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い日まで
にお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

9. お申し込み方法 規定の申込み書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

10. お申し込み解約について：
申込書受領後の解約は原則お受けできません。ただし、申込解約を書面に
てお送りいただいたうえで、やむをえず主催者が解約を認めた場合は、以
下の解約料金をお支払いいただきます。
解約料金：解約書面をお送りいただいた日を基準として、
2020年2月15日までに受領……請求書の50％をお支払いいただきます
2020年2月25日以降……請求書の全額をお支払いいただきます

11. 申込・問い合わせ先
  第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
  株式会社クバプロ内
  TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
  E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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企業展示申込書

年　　月　　日

下記の通り展示会に出展申し込みいたします。

申込小間数： Aタイプ　　　　　　小間

 Bタイプ　　　　　　小間

使用電力詳細： 容量　100V　　　　　　　W

展示出品台： 　　　　　小間必要　　　　　　小間不要

出展料金： 　　　　　　　　　　円

展示出品物： 幅　　　　　・奥行　　　　　・高さ　　　　　mm

 重量　　　　　kg

※お申し込みの際に、使用電力等のご記入がない場合は、工事を行いませんので、
必ずご記入ください。

申込締切日：2020年2月1日（金）

貴　社　名

出店責任者

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

申込・問い合わせ先：
第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
株式会社クバプロ内
TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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1. 開催日程 2020年3月7日（土）および3月8日（日）　昼食時間帯

2. 会　場 ウインクあいち

3. 講演形式 PCプレゼンテーション形式で最大45分
※1 プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあります

のでご承知下さい。
※2 講演内容・司会・演者の選定につきましては貴社と学会事務局との

合意のうえで決定させていただきます。特に司会者選定は必ず事務
局にご相談ください。

4. 募集枠数 2枠（1日1枠を開催）
※1 希望日は、申し込み順となります。
※2 参加申込後（E-mail、FAXなどにより申込受理後）は、参加登録の

取り消しはできません。

5. 参加登録費 ￥220,000（税込）
※1 会場費および基本機材費を含みます。講演者、座長・司会者等への

謝金や交通費、宿泊費は含まれておりません。
※2 参加者の昼食代は別途（単価￥1,100程度×発注数）ご請求となり

ます。

6. 申込締切日 2020年1月31日（金）
演題、演者、内容などが未定の場合でも上記締切日までに申込書をお送り
ください。

7. 原稿等締切日 「要旨集」に演題名・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。

演題名・演者名等原稿締切予定日：1月31日（金）（プログラムに掲載します）
要旨原稿（A4判1頁）締切予定日：1月31日（金）（要旨を掲載します）

8. 申込・問い合わせ先
第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
株式会社クバプロ内
TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
E-mail  sgmj2020@sgmj.org

ランチョンセミナーの募集要項
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年　　月　　日

ランチョンセミナー参加を申し込みいたします。

1. 講演希望日（希望日にチェックをお願いいたします）＊希望日は、申込順となります。

   3月7日（土）年会2日目

   3月8日（日）年会3日目

2. 内容（メインテーマ、演者、講演内容、講演時間を記載してください）

申込締切日：2020年1月31日（金）

貴社名：

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ご担当部署：

ご連絡先住所　〒

 

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

ランチョンセミナー申込書

申込・問い合わせ先：
第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
株式会社クバプロ内
TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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年会協賛募集要項

1. 協賛料金 1口：￥33,000（税込）
  口数は2口以上で随意

2. 特　典 要旨集および年会ホームページに貴社名を掲載

3. 応募締切日 2020年2月14日（金） 

4. 御請求・お支払いについて
お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込下さい。
また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い日まで
にお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい
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年　　月　　日

  協賛に申込みます。　　　　　　　　口

　　　　　　　　　　　　（※1口：税込￥33,000（口数は2口以上で随意））

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※抄録集・ホームページへの社名記載を希望しない場合は、以下にチェック✔を入れてください。

　   社名記載を希望しない

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

年会協賛申込書

申込・問い合わせ先：
第14回日本ゲノム微生物学会年会事務局
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15  6F
株式会社クバプロ内
TEL  03-3238-1689　FAX  03-3238-1837
E-mail  sgmj2020@sgmj.org
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過去年会出展企業一覧

第11回年会（2017年　慶應湘南藤沢キャンパス）
・（株）エル・エム・エス／（株）オックスフォード･ナノポアテロジス／高機能遺伝子デザイン
技術研究組合／神戸天然物化学（株）／（株）ゼネティックス／タカラバイオ（株）／（大法）デー
タサイエンス共同利用基盤施設／ネッパジーン（株）／微生物統合データベースブロジェクト／
日立工機（株）／ヒューマン･メタボローム･テクノロジーズ（株）／フィルジェン（株）／プレシ
ジョン・システム･サイエンス（株）／北海道システム･サイエンス（株）／（株）メイズ／（株）メ
タジェン／ユーロフィンジェノミクス（株）／NBR微生物材料開発室

第10回年会（2016年　東京工業大学）
（株）アナリティクイエナ・ジャパン／（株）オンチップ・バイオテクノロジー／カクタス･コ
ミュニケーションズ（株）／高機能遺伝子デザイン技術研究組合／国立遺伝学研究所／新学術
領域研究「冥王代生命学の創成」／（株）ゼネティックス／タカラバイオ（株）／ネイチャー ･パ
ブリッシング・グループ／トミーデジタルバイオロジー（株）／ネッパジーン（株）／微生物統合
データベースブロジェクト／北海道システム･サイエンス（株）／（株）メイズ／（株）リバネス／
（株）ワールドフュージョン

第9回年会出展企業（2015年　神戸大学）
イルミナ（株）／オックスフォード大学出版局／かずさDNA研究所／タカラバイオ（株）／ト
ミーデジタルバイオロジー（株）／長浜バイオ、日本ヒューレット･パッカード／ネッパジーン
（株）／北海道システム･サイエンス（株）／（株）メイズ／ライフテクノロジーズジャパン（株）／

NBR微生物材料開発室／NBR原核細胞／NBR事務局／（株）ワールドフュージョン

第8回年会出展企業（2014年　東京農業大学）
アメリエフ（株）／イルミナ（株）／オックスフォード大学出版局／興研（株）／（株）セントラル
科学貿易／タカラバイオ（株）／トミーデジタルバイオロジー（株）／（株）ナベインターナジョ
ナル／ネッパジーン（株）／微生物統合データベースブロジェクト／北海道システム･サイエン
ス（株）／（株）メイズ／ライフテクノロジーズジャパン（株）／ BGIJAPAN（株）／理研バイオリ
ソースセンター／NBR大腸菌・枯草菌／NBR細胞性粘菌／（株）ワールドフュージョン

第7回年会出展企業（2013年　長浜バイオ大学）
イルミナ（株）／オックスフォード大学出版局／興研（株）／大学連携バイオバックフアッププロ
ジェクト／タカラバイオ（株）／トミーデジタルバイオロジー（株）／（株）ナベインターナジョナ
ル／日鉄住金環境（株）／微生物統合データベースブロジェクト／ファスマック／（株）メイズ／
ライフテクノロジーズジャパン（株）／ロシュ ･ダイアグノスティックス（株）／NBRP／（株）
ワールドフュージョン
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第14回日本ゲノム微生物学会　収支予算（案）

収　入
項　目 予算額 予算額内訳・備考

1. 参加費収入 2,145,000 
事前参加　一般　会員 840,000 7,000円×120名
事前参加　学生　会員 140,000 2,000円×70名
事前参加　一般　非会員 360,000 12,000円×30名
事前参加　学生　非会員 15,000 3,000円×5名
当日参加　一般　会員 300,000 10,000円×30名
当日参加　学生　会員 17,500 3,500円×5名
当日参加　一般　非会員 450,000 15,000円×30名
当日参加　学生　非会員 22,500 4,500円×5名
学部学生 10,000 1,000円×10名
展示・共催企業　ミキサー参加費 30,000 3,000円×1名

2. 抄録集販売 10,000 1,000円×10冊
3. 開催準備金（学会本部） 1,000,000 
4. 広告掲載費 616,000 
表4 121,000円×1社 121,000 
表3 110,000円×1社 110,000 
表2 88,000円×1社 88,000 
後付 55,000円×3社 165,000 
後付1/2 33,000円×4社 132,000 

5. 展示ブース 2,618,000 
一般展示　 154,000円×17小間 2,618,000 154,000円×17小間

6. セミナー共催費 1,056,000 
ランチョンセミナー共催費　 660,000 60分×2枠　1枠330,000円
セミナー共催費 396,000 10分×6枠　1枠66,000円

7. 協賛金 50,000 
収入合計 7,495,000 

支　出
項　目 予算額 予算額内訳・備考

1. 事前準備関係 1,750,000 
通信運搬費 100,000 
抄録（A4判、本文1色）制作費 850,000 
ポスター（A2判4色）・チラシ（A4判4色）制作費 150,000 
専用HP運営費 250,000 
問い合わせ対応費 150,000 
事務局印刷費 250,000 参加証印刷費・備品費・消耗品費

2. 当日運営経費関係 5,745,000 
会場関係費 2,000,000 映像オペレータ・看板費等を含む
ポスターミキサー 570,000 3,000円×190名
ランチョンセミナー弁当代 1,100円×300食（共催企業持ち）
諸経費 100,000 ポスター賞
機材関係費 390,000 
展示企業ブース設置関係費 510,000 30,000円×17小間
展示企業照明工事費 150,000 
ポスターボードレンタル費 270,000 4,500円×60枚
ポスターボード等運搬・設営・撤去費 150,000 
運営要員関係 600,000 
予備費 305,000 
事務局連絡調整費 700,000 

支出合計 7,495,000 

収入－支出 0 




