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◆ 開催概要 

 

 ●名称 2017年度生命科学系学会合同年次大会 

  Consortium of Biological Sciences 2017 (ConBio2017) 

  ※第40回日本分子生物学会年会と第90回日本生化学会大会の合同大会を中心に、 

  下記の学会に協賛いただき、生命科学系学会の合同大会として実施 

 

 ●協賛  自然史学会連合／日本RNA学会／日本味と匂学会／日本医真菌学会／日本遺伝学会  

 日本遺伝子細胞治療学会／日本宇宙生物科学会／日本栄養・食糧学会 

日本エピジェネティクス研究会／日本解剖学会／日本癌学会 ／日本寄生虫学会    

日本ゲノム編集学会／日本ケミカルバイオロジー学会／日本細菌学会／日本細胞生物学会 

日本酸化ストレス学会／日本時間生物学会／日本実験動物学会／日本神経病理学会 

日本人類遺伝学会／日本生物物理学会／日本生理学会／日本蛋白質科学会／ 

日本動物学会／日本比較内分泌学会／日本微生物生態学会／日本病理学会／ 

日本プロテオーム学会／日本放射線影響学会／日本免疫学会／日本薬理学会 

 （2017年1月24日現在） 

 

 ●会期 2017年（平成29年）12月6日（水）～12月9日（土） 

 ●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 ※2016年9月現在 

   

  第40回日本分子生物学会年会 

 年会長 篠原 彰 （大阪大学蛋白質研究所） 

  

 

  第90回日本生化学会大会 
 会頭 大野 茂男 （横浜市立大学医学部） 

  

 

 ◎展示会 会期  2017年（平成29年）12月6日（水）～12月8日（金） 

 ◎展示会 会場  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 
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【ConBio2017附設展示会 新規サービス】 

   ○ ConBio2017附設展示会では大会参加者の参加証へバーコードを印字します。出展者にはリーダーを 

貸与しますので、参加証バーコードをスキャンすることでブース来訪者情報を管理いただけます。 

バーコードスキャンにて得ることができる来訪者情報は、氏名・所属・メールアドレスを予定しています。 

なお、貸与するバーコードリーダーの台数は申込み小間数によって異なります。 

 

【ConBio2017附設展示会 ご注意と禁止事項】 

 
ConBio2017展示会では以下の「ご注意と禁止事項」を設定いたしました。 

皆さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

●ご注意と禁止事項 
 

○自社ブースにてマイク・スピーカーを使用したブース内プレゼンテーションは禁止とさせていただきます。

但し、マイク・スピーカーを使用しないブース内プレゼンテーションは、その限りではありません。プレゼ

ンテーションを行う際には、周りの出展者及び参加者のご迷惑とならないようご注意いただけますよう

お願い申し上げます。 

 

○自社ブース内に設置されるモニタ等を利用して、製品等の紹介を音声付動画・静止画にて映写するこ

とは禁止事項に該当しません。映写を行う際には、周りの出展者及び参加者のご迷惑とならないようご

注意いただけますようお願い申し上げます。 

 

○自社ブースにて抽選会、サンプル配布等を行う際には、通路を塞がないように、また周りの出展者及び

参加者のご迷惑とならないようご注意いただけますようお願い申し上げます。 

 

○その他 

▽ConBio2017の期間中、チラシ等の配布について、下記の出展者は自社ブース前で配布を行うことがで

きます。なお、神戸ポートピアホテルにおいては「屋内外」、神戸国際会議場、神戸国際展示場では「屋

外」でのチラシ等配布は禁止です。 

 

ランチョンセミナー共催者は、発表当日の午前中。配布可能場所は、神戸国際会議場のConBio2017利用

フロア、神戸国際展示場各館。（神戸ポートピアホテルは禁止） 

※配布するチラシ等には必ずランチョンセミナーのご案内を記載してください。 

 

▽自社ブース前にて配布される際には周りの出展者及び参加者のご迷惑とならないようご注意ください。 
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【附設展示会募集要項】 

＜ご案内＞ 

○バーコードリーダー貸与について 

出展者にはバーコードリーダーを申込み小間数に応じて貸与します。大会参加者の参加証にはバーコードが印

字されていますので、リーダーを用いてブース来訪者管理を行っていただけます。バーコードスキャンによって得

ることのできる来訪者情報は氏名、所属、メールアドレスを予定しています。 

※出展費用の一部を上記システムに充当させていただきます。 

 

バーコード－リーダー貸与数 

・4小間までの申込み ： 1台 

・5小間以上の申込み ： 2台 

 ※上記以上にバーコードリーダーがご入用の際には、有償にて承ります。（予定） 

 

○展示会場について 

ConBio2017の附設展示会場はポスター発表会場と同会場となります。ポスター・展示会場は以下の4会場となります。申込

期間においては、どのポスター発表分野がどの会場となるか未定となります。ご了承ください。 

 

【ポスター発表・展示会場】 

神戸国際展示場 1号館1階：ポスター発表ならびに展示会場 

1号館2階：ポスター発表のみ 

2号館1階：ポスター発表ならびに展示会場 

3号館1階：ポスター発表ならびに展示会場 

 

○展示会出展者は発表演題要旨をオンライン上にて確認することができます 

 オンライン演題要旨閲覧システムIDのご提供 

ConBio2017ではオンライン演題要旨閲覧システムの利用を予定しています。 

 附設展示会へご出展いただきますと、上記システムの法人アカウントをご提供いたします。 

 IDの発行は、上記システムのオープン後、個別にご連絡いたします。 

 

○参加証、プログラム集の提供 

展示申込者（代表社）には、ConBio2017参加証を1枚、プログラム集を1冊ご提供いたします。ただし、Bタイプでのお申込

みの場合は参加証のご提供はなく、プログラム集のみとなります。Aタイプを複数（2小間以上）お申込みいただきましても

参加証1枚、プログラム集1冊となります。 

アカデミックタイプでお申込みの場合は、参加証、プログラム集共に提供はございません。ご了承ください。 
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＜出展にあたり＞ 

◇展示会 会期 2017年12月6日～8日の3日間  

  展示会 時間 10：00 ～ 18：00  ※ポスター発表 終了時間が、18：00となります。 

※ConBio2017会期は2017年12月6日～9日の4日間ですが、展示会は上記の3日間となります。 

 

◇展示会 会場 神戸国際展示場 1号館1階、2号館1階、3号館 

 

◇募集対象 ライフサイエンスの研究等に必要な機器類、試薬類、ディスポーザブル製品類、ソフトウェア・データベ

ース等を含むコンピュータシステム類、受託・解析等のサービス類、大学や研究施設等の共同利用・紹

介・募集、その他ライフサイエンス研究に携わるサービス類、関連書籍類等の出展を募集対象といたし

ます。 

 

◇申込方法 以下の申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。 

http://www.aeplan.co.jp/conbio2017/japanese/info/index.html 

お申込み内容の送信後に、入力完了メールをご確認ください（1）。その後、別途、展示会事務局よりお

申込み受理の回答メールをお送りいたします（2）。上記の（1）、（2）をもってお申込み手続きの完了とさ

せていただきます。なお、募集対象以外からのお申込みは検討後の回答となりますことをあらかじめご

了承ください。 

オンライン申込みが行えない場合は、下記の申込・問合せ先までe-mailにてご連絡ください。 

 

◇申込期間 1次申込期間 ： 2017年1月10日（火）～2017年7月10日（月） 

  2次申込期間 ： 2017年7月11日（火）～2017年8月31日（木） 

予定小間数となり次第、申込期間中でも締め切らせていただくことがございます。 

ご了承ください。 

 

◇申込の受理 原則、申込先（株式会社エー・イー企画）に届いた時点を正式な申込日とさせていただきます。但し、募 

集対象外の企業等から申込みが来た場合は、組織委員会と相談の上、出展の有無を決定します。 

・申込み受理後、請求書を発送いたします。 

・請求書に記載された振込期日までにお振込みください。 

・振込手数料は出展者の負担となります。 

 

◇振込期日 2017年10月31日（火） 

※出展料金をご請求後、何らかの諸事情で振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、必ずご

連絡ください。ご連絡がなく、お振込みがない場合には、出展を解約されたものと判断し、解約料金を

お支払いいただくこととなります。この場合、開催当日、展示会場には小間のご用意はございません。

ご了承ください。 

 

◇出展の解約（キャンセル）について 

申込み受理後は、組織委員会が不可抗力と認めた事故以外は原則解約することはできません。組織

委員会が解約を認めた場合でも、出展の解約理由を書面にてお送りいただき、受領した日を基準とし

て解約料金をお支払いいただきます。 
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※解約料金 

2017年7月10日（月）までに受領した場合…請求額（出展料金）の50％の金額をお支払いいただきます。 

2017年7月11日（火）以後に受領した場合…請求額（出展料金）の全額をお支払いいただきます。 

 

◇申込み・問合せ先 

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（ConBio2017附設展示会専用）: e_17conbio@aeplan.co.jp 

 

◇小間の割当て 申込締切日後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割りした後「出展確認書」にて出

展者へご通知いたします。 

出展者説明会は行いません。ご了承ください。 

※グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい場合などご希望がある場合は、申込フォ

ームの「通信欄」に入力いただく等、申込み締切日までにご連絡ください。 

 

◇展示出品台の有無 

基礎小間に既設出品台が付いております。床面に直接機器類を設置したい場合は、申込書に出品台

不要の小間数をご入力ください。 

 

◇出品物の管理 各出品物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛失・火災・損傷など

不可抗力による出品物の損害に対して、事務局は補償などの責任は一切負いませんのでご了承くださ

い。 

 

◇その他 

 

●開催当日の自社小間前以外（展示会場や講演会場となる建物内外）で、チラシ、カタログ、試供品などの配布

行為は禁止いたします。出展者が200社以上（予想）参加され、どちらの出展者もこのような行為を行った場合に、

会場内外で収拾が付かなくなりますのでご協力ください。但し、次の場合は除きます。 

・ランチョンセミナー共催企業が発表当日の午前中に配布を行う場合（配布場所についてはランチョンセミナーの

ご案内を参照）。 

 

●学会附設の展示会のため、展示会にはConBio2017参加者のみご入場いただけます。無料招待状などはござ

いません。 

 

●展示会見学用の有料見学証を会期当日に販売する予定です。 

 

◆出品物の搬入・搬出の日程（予定） 

搬入： 2017年12月5日（火）13:00～18:00 

搬出： 2017年12月8日（金）18:00より 

※搬入出の日程は予定ですので、必ず出展確認書をご覧ください。 
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◆小間タイプと小間料金 

1次申込期間 ： 2017年 1月10日（火）～2017年 7月10日（月） 

2次申込期間 ： 2017年 7月11日（火）～2017年 8月31日（木） 
※募集小間数に達した場合、申込締切日前でも受付終了させていただきます。 

 

●Aタイプ： 1次申込料金 420,000円（消費税別）/小間 

 2次申込料金 450,000円（消費税別）/小間 

電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。 

※詳細は電力申込書をご覧ください。 
 

●Bタイプ： 1次申込料金 130,000円（消費税別）/小間

 2次申込料金 150,000円（消費税別）/小間

電力を使用する場合、別途お申込みが必要です。 

※詳細は電力申込書をご覧ください。 

募集対象： 募集対象： 

ライフサイエンスの研究等に必須の、機器類、試薬類、ディスポー

ザブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシ

ステム類、受託・解析等のサービス類、大学や研究施設等の紹

介・募集、その他研究に携わるサービス類の出展を募集いたしま

す。 

関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービスについては、B

タイプで募集いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

●小間サイズ ： W1,800×D1,800×H2,400mm 

●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、社名板、 照明器

具（40W相当）、 イス1脚（複数小間申込みの場合は異なります） 

●バック・ソデパネルは、ベニヤパネルを使用し、加工紙表装いたします。

出品台は台上を白布、腰を青系色の布にて覆います。 

●申込み時の小間位置（場所）の指定は、受付けできません。 

グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい希望がある

場合、申込み時「申込書の通信欄」に記入いただく等、申込締切日まで

にご連絡ください。 

また、対面小間及び島小間（4方開放）（6小間以上の申込みに限りま

す）や島小間（3方開放は4小間以上の申込みに限ります）をご検討の

際にはご連絡ください。 

●カーペットを敷く場合は、小間内サイズを超えて敷くことはできません。

また対面小間の場合でも通路に敷くことはできません。 

◆Aタイプ展示申込社（代表社）には、参加証を 1枚提供します。但し複数

（2小間以上）お申込みでも、参加証は1枚です。 

◆申込み1社（代表社）に、プログラム集1冊を提供します。 

◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。 

◆申込み小間数に応じて、バーコードリーダーを貸与します。 

●小間サイズ ： W1,800×D900×H750mm 

●セット内容 ： 出品台（W1,800×D900×約H700mm）、社名板、イス1脚

（複数小間申込みの場合は異なります） 

●出品台は台上を白布、腰を青色系の布にて覆います。 

 

◆申込み1社（代表社）に、プログラム集1冊を提供します。 

◆展示説明員の名札は1小間に付き5枚配布いたします。 

 

 

●アカデミックタイプ： 1次・2次共通 

小間料金 240,000円（消費税別）/小間 

  小間設営仕様は、Aタイプと同仕様 

 

募集対象・条件： 

アカデミックタイプの対象は、大学や公的機関の研究施設等で出展される場合を対象として

おります。 大学発ベンチャー企業も対象といたしますが、出展条件としまして出展の際は大

学名表記をします。また、プログラム集と参加証の提供はありませんので、ご了承ください。 
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ConBio2017 展示会 申込方法 

 

 
◇申込期間 1次申込期間 ： 2017年1月10日（火）～2017年7月10日（月） 

  2次申込期間 ： 2017年7月11日（火）～2017年8月31日（木） 

予定小間数となり次第、申込期間中でも締め切らせていただくことがございます。 

ご了承ください。 

 

 

◇申込方法 以下の申込み専用ページよりオンライン申込みを行ってください。 

http://www.aeplan.co.jp/conbio2017/japanese/info/index.html 
お申込み内容の送信後に、入力完了メールをご確認ください（1）。その後、別途、展示会事務

局よりお申込み受理の回答メールをお送りいたします（2）。上記の（1）、（2）をもってお申込み

手続きの完了とさせていただきます。なお、募集対象以外からのお申込みは検討後の回答と

なりますことをあらかじめご了承ください。 

オンライン申込みが行えない場合は、下記の申込・問合せ先までe-mailにてご連絡ください。 

 

 

◇申込み・問合せ先 

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（ConBio2017附設展示会専用）: e_17conbio@aeplan.co.jp 
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