
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 11th International Workshop on Advanced Genomics 

第 11回国際ゲノム会議 
My genome Your genome  

 
 

－Grand Challenges for Personal and Single Cell Genome Sequencing  

 個人別、細胞別ゲノム解読への挑戦－ 

 

ご案内書 
 

・プラチナ スポンサー 

・ゴールド スポンサー 

・シルバー スポンサー 

・附設展示会 

    ・テクノロジー プレゼンテーション 

・アブストラクト広告掲載 

・ランチボックススポンサー 

 

 



平成 26 年 7 月吉日 

 

第 11 回国際ゲノム会議 

ご協賛のお願い 

 

 

 

 

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

貴社はじめ関係各位のご支援をいただき実施してまいりました過去 10 回にわたる「国際ゲノム会議」は、お蔭様で

講師陣や講演内容の質の高さとも相まって、参加者各位のご好評を得てまいりました。本会議に対する変わらぬご

支援に対し厚く御礼申し上げます。 

さて、次世代シークエンサーの発展で大きく動きはじめたゲノム科学は、今や、実際の応用に向けた取り組みが米

国を中心に大きく動き始めております。わが国におきましても、消費者向けの遺伝子検査をはじめ、がんの標的変

異の同定診断など、実際の応用について大きな動きが出ております。しかも、シークエンサーの応用をめぐる技術

開発は一段と激しく、情報解析技術を含めた技術の深化が新たな発見をもたらし、さらなる応用をよぶという新たな

拡大が始まっています。このような拡大の先には、夢のように語られてきた、個々人が自身のゲノム配列情報を持っ

て医療をうける時代が見え始めております。 

第 11 回国際ゲノム会議は、このようなゲノム医科学分野の急激な発展を受け、その最新の成果と新技術がもたらす

新たなる展開を展望することを目的とし「マイゲノム・ヨアゲノム－個人別、細胞別ゲノム解読への挑戦－」をテーマ

に、2015年 5月 20日～22日の 3日間、学術総合センター（一橋記念講堂）で開催する運びとなりました。 

つきましては、本会議の企画実現のため、過般のご協力に重ねて今回もご援助頂きたく下記依頼に対しご高配を

賜るようお願い申し上げます。 

                                                                    敬具 

 

 

 

 

第 11 回国際ゲノム会議組織委員会 

・菅野純夫（東京大学） ＊組織委員長 

・油谷浩幸（東京大学） ＊プログラム委員長 

・伊藤隆司（東京大学） 

・太田紀夫（協和発酵キリン） 

・角山和久（アステラス製薬） 

・神原秀記（日立製作所） 

・熊井広哉（ライフテクノロジーズジャパン） 

・小池麻子（日立製作所） 

・近藤直人（理化学研究所） 

・柴田龍弘（国立がんセンター） 

・渋谷哲朗（東京大学） 

 

・鈴木穣（東京大学） 

・宋碩林（ロシュ・ダイアグノスティックス） 

・土居眞樹（イルミナ） 

・塚原克平（エーザイ） 

・服部正平（東京大学） 

・ピエロ カルニンチ（理化学研究所） 

・福嶋重信（キコーテック） 

・増井徹（医薬基盤研究所） 

・松本直通（横浜市立大） 

・森下真一（東京大学） 

・安田純（東北メディカル・メガバンク機構） 

第 11 回国際ゲノム会議組織委員会 

菅野純夫 

油谷浩幸 

伊藤隆司 



第 11回国際ゲノム会議の概要 

 

■会期      2015年 5月 20日（水） 9:00～18:00（予定） 

         2015年 5月 21日（木） 9:00～18:00（予定） 

         2015年 5月 22日（金） 9:00～18:00（予定） 

■会 場     学術総合センター（一橋記念講堂） 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 

■組織委員長   菅野 純夫（東京大学大学院教授） 

■テーマ     －My Genome Your Genome－ 

■参加者     ５００名（予定） 

■使用言語    英語（同時通訳付き） 

■ホームページ  http://gt164.jpn.org/11agw/  

 

プログラム（予定） 

  5月 20日(水) 5月 21日(木) 5月 22日(金) 

9:00-11:00 Session1 Session3 Session5 

13:30-15:30 
Technology 

Presentation1 

Technology 

Presentation2 

Technology 

Presentation3 

15:30-17:30 

Session2 

Session4 Session6 

Keynote Lecturer 

終日 ポスターセッション 

18:30-20:00 歓迎レセプション                                                                          バンケット   

 

学会の主題：    

 

セッションテーマ（予定）： 

1: Variation 

2: Cancer Genome 

3: Medical Genomics 

4: Single Cell Genomics 

5: Epigenomics 

6: Big Data 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

￥3,240,000（税込） 

1社のみ 

特典 

1. テクニカルプレゼンテーション 1枠 

2. 附設展示会 2小間 

3. アブストラクト表紙４への広告掲載 

4. カンファレンスバックへのロゴ掲載 

5. 第 11回国際ゲノム会議ホームページへのロゴの掲載 

6. カンファレンスバックへフライヤー3種類まで入れることが出来る 

7. カンファレンスバックへ自社ノベルティーグッズ（2種類まで）を入れることが出来る 

8. 5名までを学会及び懇親会へご招待 

9. 講演会場内 吊看板へロゴをメインとして掲載 

 

 

 

￥2,160,000（税込） 

3社まで 
特典 

1. テクニカルプレゼンテーション 1枠 

2. 附設展示会 1小間 

3. アブストラクト後付への広告掲載 

4. 第 11回国際ゲノム会議ホームページへのロゴの掲載 

5. カンファレンスバックへフライヤー1種類まで入れることが出来る 

6. カンファレンスバックへ自社ノベルティーグッズ（2種類まで）を入れることが出来る 

7. 3名までを学会及び懇親会へご招待 

8. 講演会場内 吊看板へロゴを掲載 

 

 

 
￥1,296,000（税込） 
 

1. テクニカルプレゼンテーション 1枠 

2. 附設展示会 1小間 

3. アブストラクト後付への広告掲載 

4. 第 11回国際ゲノム会議ホームページへのロゴの掲載 

5. カンファレンスバックへフライヤー1種類まで入れることが出来る 

6. 2名までを学会及び懇親会へご招待 

 

プラチナスポンサー 

ゴールドスポンサー 

シルバースポンサー 



プラチナ・ゴールド・シルバースポンサー申込書 

平成  年  月   日 

 

会社名：                               

 

Company Name：                            

ご住所：〒                               

ご担当者                                

Tel.                Fax.                              

 

E-Mail                                

 

□プラチナ希望     □ゴールド希望      □シルバー希望          

 

 

申込先：株式会社エー・イー企画   FAX:03-3230-2479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆附設展示会 

● 会 期      2015 年 5 月 20 日（水） 9:00～17:00(予定) 

  21 日（木）    9:00～17:00(予定) 

              22 日（金）  9:00～15:00(予定) 

                    ※ 開催時間等は、変更になる場合がございます。 

 

● 会 場      学術総合センター（一橋記念講堂） 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 
  中会議室 1・2・3・4（ポスター会場と同室） 

● 搬入/搬出 搬入：2015 年 5 月 19 日（火） 16:00～18:00（予定） 

 搬出：2013 年 5 月 22 日（金） 15:00～17:00（予定） 
 ※搬入/搬出時間等は、変更になる場合がございます。 

 

 

● 規 格      Ⅰタイプ（機器・試薬等） 

  

     

● 出展料金 Ⅰタイプ（機器・試薬等） 1 小間： ¥194,400（税込） 
  

● 電力料金 電力（100V）ご使用の場合、電源仮設費工事費及び消費電力料金は、出品者の負担になります。

料金は下記の通りです。 

 ◆100W 以上 500W まで   ¥16,200 

    501W 以上 1KW まで   ¥21,600  ※消費税（5%）は含まれておりません。 

 ※ただし、1KW 以上のご使用の場合は、1KW 増す毎に¥10,800 を加算させていただきます。 

 ※200V は、別途ご相談下さい。 

 ※小間装飾の場合は別途ご相談下さい。（他社での特装も含みます。） 

 

 

● 申込方法 規定の申込書（最終頁）に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込下さい。 

 

● 申込締切日 2015 年 2 月 20 日 (金) 

 ※ 小間数に制限がありますので、お早めにお申込下さい。 

※ 満小間になり次第締め切らせていただきます。 

※ お申込み後のキャンセルは、開催日 2 ヶ月前で出展費用の 50%、それ以降は、出展費用全

額ご請求させていただきます。 

 

● 申 込 先      株式会社エー・イー企画 

 「第 11回国際ゲノム会議」 展示会事務局 担当： 衛藤 匡 

 〒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（エーイー企画内） 

 TEL.03-3230-2744   FAX.03-3230-2479   

        e-mail. 11agw@aeplan.co.jp 

 

 

社名版

40W蛍光灯

1700m/m

1200m/m

150m/m

1800m/m

700m/m

900m
/m

※バックは、ベニヤパネルを使用しベージュのクロ

ス加工をしてあります。 

出展台は、白布にて台上を覆います。腰は、布で

覆います。 

布張り 

※書籍販売をご検討の方は申込先にご連絡をお願

い致します。 



附設展示会 

出 展 申 込 書 
平成   年   月    日 

 

▼下記の通り展示会に申込致します。 

 

 

社名：                                         部                   課 

 

Company Name：                                         

所在地：（〒      ）                                                     

出展責任者：                  印   担当者：                         印  

TEL:                       FAX:                                      

e-mail：                                                                

URL：                                                                                                     

                                                                                                               

                                                        

 

                                                        
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込先：株式会社エー・イー企画   FAX:03-3230-2479 

申込小間数 

 

Ⅰタイプ（   ）小間 

 

 

使用電力量 

 

100v（    ）Ｗ 

展示出品台 

 

（     ）小間必要 

（     ）小間不要 

出品料金       円 電源仮設料金    円 

  展示出品物    幅･奥行・高さ（mm）  重量（kg） 



◆テクノロジープレゼンテーション 

 

 

◆ 会 場：学術総合センター（一ツ橋講堂）  

       

◆ 日 時：2013 年 5 月 20・21・22 日(水・木・金)  時間未定（大会開催時間内） 

      講演時間：30 分間/枠 

◆ テクノロジープレゼンテーション費：648,000 円（消費税含む） 

◆ テクノロジープレゼンテーション数：1 日 4 枠（Max12 枠まで）   

◆ 申込締切日： 2015 年 1 月 20 日(火)  

◆ 要 旨提出 ： 2015 年 3 月 9 日(月)  

◆ 講 演機材 ： 講演機材は会場の物をご使用いただきます。 

◆ 同 時通訳 ： 同時通訳はございません。 

◆ 申 込 先 ：     第 11 回国際ゲノム会議 運営事務局 

            株式会社エー・イー企画 

   〒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（エーイー企画内） 

   Tel.03-3230-2744 Fax.03-3230-2479 

   E-Mail：11agw@aeplan.co.jp 

 

※お申込後のキャンセルは一切お受けできませんので御了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



テクノロジープレゼンテーション申込書 

平成  年  月   日 

 

会社名：                               

Company Name：                           

ご住所：〒                               

ご担当者                                

Tel.                Fax.                              

 

E-Mail                                

 

演題名：（和名）                            

演題名（欧文名）                           

希望日： 5 月 20 日 5 月 21 日 5 月 22 日 ※必ず希望日になるとは限りませんのでご了承下さい。               

●内容（メインテーマ、演者、講演内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込先：株式会社エー・イー企画   FAX:03-3230-2479 

 

 

 

 

 



◆アブストラクト掲載広告のご案内 

 

■媒体名    第 11回国際ゲノム会議 ご案内（仮称） 

■配布対象   参加者全員 

■発行部数   500部（A4サイズ） 

■広告掲載料  

掲載ページ: スペース:   広告料金  備 考 

表紙 4     1頁 129,600円      カラー4色（税込） 

表紙 2     1頁 108,000円      カラー4色（税込） 

表紙 3      1頁  86,400円      カラー4色（税込） 

後付     1頁  54,000円  一色    (税込） 

※掲載ページにつきましては、事務局にて調整させていただきます。 

 

■広告申込締切 2015年 3月 20日（金） 

■広告原稿締切 2015年 4月 10日（金） 

■入稿形態   フォント埋め込み済みのイラストレータ CS3までか PDF8.0以下でお願い致します 

■申込方法      申込書を Fax・郵送・E-mailにてお送り下さい。 

 

■申込先     第 11回国際ゲノム会議 運営事務局 

            株式会社エー・イー企画 

   〒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（エーイー企画内） 

   Tel.03-3230-2744 Fax.03-3230-2479 

E-Mail：11agw@aeplan.co.jp



アブストラクト広告掲載申込書 

 

貴社名                                          _                    

 

Company Name：                                                         

ご住所 〒                                                            

                                                                      

ご担当部署                                                              

ご担当者氏名                                                             

ＴＥＬ：                     ＦＡＸ：                                          

E-ｍａｉｌ：                                                             

 

■アブストラクトへの広告掲載を申込致します。 

□ 表紙 4     1頁 129,600円      カラー4色（税込） 

□ 表紙 2     1頁 108,000円      カラー4色（税込） 

□ 表紙 3      1頁  86,400円      カラー4色（税込） 

□ 後付     1頁  54,000円  一色    (税込） 

 

■その他ご質問等がございましたらご記入下さい。 

別途事務局よりご連絡差し上げます。 

                                                                            

                                                                                 

                                                                               

 

申込先：株式会社エー・イー企画   FAX:03-3230-2479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ランチボックススポンサーのご案内 

 

■会 場    学術総合センター 2F 中会議室（ポスター＆展示会場） 

        各社テーブル 1本（W1,800×D600） 

バックボード（W1,800） 

タイトルボード 1枚（貴社名を記載） 

        提供企業宣伝ポスター付きテーブルをご用意致します。 

        広告チラシ等を同時配布することも可能です。 

■提供料    324,000円（税込）／日分 

■募集枠    3社 

■申込方法   次頁の申込書を Fax・郵送・E-mailにてお送り下さい。 

■申込締切日  2015年 3月 20日（金） 

■申込先    第 11回国際ゲノム会議 運営事務局 

            株式会社エー・イー企画 

   〒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（エーイー企画内） 

   Tel.03-3230-2744 Fax.03-3230-2479 

E-Mail：11agw@aeplan.co.jp 

 

申込先：株式会社エー・イー企画   FAX:03-3230-2479 

 

ランチボックススポンサーのお申込書 
 

貴社名                                          _                   

 

Company Name：                                                        

ご住所 〒                                                             

                                                                   

ご担当部署                                                            

ご担当者氏名                                                              

ＴＥＬ：                     ＦＡＸ：                                      

E-ｍａｉｌ：                                                             
 

■ランチボックス提供を申込致します。 

希望日  □ 5月 20日（水）   □ 5月 21日（木）   □ 5月 22日（金） 

（チェックをお入れ下さい） 
 

■その他ご質問等がございましたらご記入下さい。 

別途事務局よりご連絡差し上げます。 

                                                                            

                                                                                                                                                        


