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2019年 8 月吉日 

ご関係者各位 

日本計算機統計学会第 33回シンポジウム 

実行委員長   小木 しのぶ 

(株式会社 NTT データ数理システム) 

 

日本計算機統計学会第 33回シンポジウム 

協賛 (出展・広告出稿・ハンズオンセミナー提供等) のお願い 
 

拝啓 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

来る 2019 年 11 月 30 日 (土) – 12 月 1 日 (日) に、青山学院大学 青山キャンパス(東京都渋谷区) におき

まして、日本計算機統計学会第 33回シンポジウムを開催することとなりました。 

本シンポジウムでは、特別講演とパネルディスカッションの 2 つを特別企画として開催いたします。特別

講演では、日本鯨類研究所の袴田高志氏に登壇いただきます。そしてパネルディスカッションは、他の統計

関連学会でも一つの課題となっている女性の参加促進を目指し、「データサイエンスと女性の活躍」と題し

て開催いたします。ビジネスにおけるデータサイエンスの現場で活躍する女性アナリスト、そして、育成の

観点から、大学でのデータサイエンス教育を担われている方々にご登壇いただきます。 

また、本シンポジウムではより多くの企業の皆様にご協賛いただけるよう、協賛料金の見直しを行うとと

もに、初の試みとして、セッションと並行しての協賛企業による統計関連ツール体験ハンズオンセミナー、

特別講演の冠スポンサー、人材採用限定の広告枠を募集いたします。連年通りの製品展示やソフトウェアセ

ッションなども、もちろん募集いたします。関係企業等の皆様との交流を通じて本シンポジウムを盛り上げ、

計算機統計学の発展に寄与したいと考えております。 

別添資料をご覧いただき、本シンポジウムへのご協賛・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

敬具 

 

日本計算機統計学会第 33回シンポジウム 開催概要 

 

1. 日 時  2019年 11月 30 日 (土) – 12 月 1 日 (日) 

2. 会 場  青山学院大学 青山キャンパス 17 号館 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 

   JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 

他「渋谷駅」より徒歩 10分 

東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」より徒歩 5分 

3. 特別講演・パネルディスカッション 

                  特別講演 講師：日本鯨類研究所 袴田 高志氏 

  パネルディスカッション「データサイエンスと女性の活躍」 

予定登壇者（五十音順）：小野陽子氏（横浜市立大学）・竹内光悦氏（実践女子大

学）・多根悦子氏（データサイエンティスト女子部）・中島ミホ氏（株式会社 NTT

データ数理システム）・森梓氏（都築電気株式会社）    

4. 参加人数     約 200 名の予定 

5. 詳細および最新の情報について 

第 33 回シンポジウムのウェブページ (http://jscs.jp/conf/sympo33/) をご覧ください。 

(日本計算機統計学会のウェブページにもリンクがございます。) 

 

http://jscs.jp/conf/sympo33/
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日本計算機統計学会第 33回シンポジウム 協賛の内容・申込方法のご説明 

 

協賛内容の一覧 (詳細は次ページの説明をお読みください) 

協  賛  内  容 
金 額 (括弧内は学会賛

助会員の場合) 
申込期限 原稿等 提出期限 

(1) 論文集への広告出稿   

10月 4日 

(金) 

10月 25日 (金) 

(論文集原稿) 

  表 4（裏表紙カラー 1 ページ） 80,000 円 (70,000 円) 

    表 3，表 3対向 (各 1ページ) 60,000 円 (50,000 円) 

    通常位置 (1ページ) 50,000 円 (40,000 円) 

    通常位置 (1/2ページ) 30,000 円 (20,000 円) 

    採用案内 (1/8 ページ) 8,000 円 (8,000 円) 

(2) 展示スペースへの出展  50,000 円 (40,000 円) 

(3) カタログ出展 (2点まで) 30,000 円 (20,000 円) 

(4) カンファレンスバッグへのカタログ

など挿入 (2 点まで) 

50,000 円 (40,000 円) 

折り返し 

ご連絡いたしま

す． 

(5) バナー広告掲載 (150px×150px) 40,000 円 (30,000 円) 

(6) ハンズオンセミナー開催★初企画★ 50,000 円 (40,000 円) 

(7) 特別講演 冠スポンサー★初企画★ 50,000 円 (40,000 円) 

(8) ノベルティグッズのご提供 0 円 当日 

◆  上記のほか、シンポジウムへの寄付金などによる協賛も承ります。 

 日本計算機統計学会 (JSCS) の賛助会員には割引料金（括弧内料金）を設定しております。 

 (3) (4) (5) の申込締切日は、論文集に協賛企業名を掲載するための期日です。シンポジウム開催直

前まで、随時受け付けますので、シンポジウム事務局にお問い合わせください。 

 展示スペースへの出展、ハンズオンセミナー開催、特別講演冠スポンサーの場合、ソフトウェアデ

モセッションでの発表ができます。発表されるかどうか申込書にご記入ください。 

 

申込方法 

別添の申込用紙をご利用になり、E-mail でシンポジウム事務局までお送りください (シンポジウムの

ウェブページ (下記) より申込用紙の電子ファイルをダウンロードできます)。折り返し、シンポジウム

事務局より請求書を送付いたしますので、期日までに料金をお振込ください。 

 お申込・原稿送付・問い合わせ先 

日本計算機統計学会 第 33回シンポジウム 実行委員会 

E-mail: sympo33@jscs.jp 

URL: http://jscs.jp/sympo/33/ 

 料金振込先 

銀行・支店名 みずほ銀行 青山支店 

口座番号  普通８２１１１９８ 

口座名義  日本計算機統計学会 (ニホンケイサンキトウケイガッカイ) 

 料金振込期日  2019年 10月 25日 (金) 
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協賛内容の詳細 

 

(1) 論文集への広告出稿 

商品などの広告はもちろん、人材募集やセミナーなどの広告も可能です。 

 掲載媒体  日本計算機統計学会第 33回シンポジウム論文集 (A4サイズ) 

 配布予定部数  250 部 (シンポジウム参加者、シンポジウム協賛企業、JSCS賛助会員など) 

 掲載位置・料金 

 表 4(裏表紙) 

      １ページ (カラー)  80,000円 (JSCS 賛助会員は 70,000 円) 

 表 3 (裏表紙の裏)、表 3対向 (表 3の左側) 

      １ページ (白黒)  60,000円 (JSCS賛助会員は 50,000円) 

 その他 (論文集末尾の広告ページ) 

          １ページ (白黒)  50,000円 (JSCS賛助会員は 30,000円) 

          1/2 ページ (白黒)  30,000円 (JSCS賛助会員は 20,000円) 

 採用案内 (通常ページの中で、採用特集ページに掲載) 8,000 円 

大きさは 1/8程度で、企業ロゴまたは社名と 30文字程度の文章および URLをご用意 

いただきます。賛助会員または学会員が所属する企業に限定させていただきます。 

 
表 4、表 3 および表 3 対向の 4ヶ所につきましては抽選とさせていただきます。抽選に洩れた場合は、通常の

ページへの掲載とさせていただきます。ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。 

 原稿送付方法 

そのままで印刷可能な原稿（表 4のみカラー、それ以外は白黒）を、電子ファイル (PDFまたは

EPS) をご用意の上、シンポジウム事務局にご送付ください。 

 

(2) 展示スペースへの出展 

展示スペースでソフトウェアや商品、カタログの展示を行うことができます (販売はできません)。 

 出展場所   青山学院大学 17号館 17503 教室（シンポジウム休憩室）  

電源、テーブル、椅子のみご用意いたします。PCは各自ご用意ください。ネット環境はシンポジ

ウム実行委員会までお問い合わせください。 

 ソフトウェアセッションでの発表 

ご希望により、シンポジウムのソフトウェアセッションで 10分程度の発表 (紹介、チュートリア

ル、使用説明など )を行うことができます。 

 出展料金 (1ブース)  50,000円 (JSCS 賛助会員は 40,000円) 

上記料金にはシンポジウムへの 1名様のご参加 (論文集 1部) が含まれています。 

 

(3) カタログ出展 

展示スペースに会社紹介や商品などのカタログを展示することができます。 

 出展場所   青山学院大学 17号館 17502 教室（シンポジウム受付横） 

 出展料金 (A4サイズ 2点まで)  30,000円 (JSCS 賛助会員は 20,000 円) 
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(4) カンファレンスバッグへのカタログなどの挿入 

カンファレンスバッグに、貴社が用意されたカタログなどを挿入し、全参加者に配布いたします。 

 必要部数    200部 

 料金 (A4サイズ 2点まで)  50,000円 (JSCS賛助会員は 40,000円) 

 

(5) シンポジウムWebページへのバナー広告の掲載 

シンポジウムのWeb ページ http://jscs.jp/conf/sympo33/ にバナー広告を掲載いたします。 

 掲載位置 ページ左上 メニュー上部 (150px×150px) 

バナー広告の掲載の順番 (左から) は，先着順，もしくは，抽選とさせていただきます。 

 料金  40,000円 (JSCS賛助会員は 30,000円) 

 広告ファイル送付方法 

指定サイズ（150px×150px）の大きさの電子ファイル (JPG または PNG) 及びリンク先をご用意

の上、シンポジウム事務局にご送付ください。 

 

(6) ハンズオンセミナー開催  ★初企画★ 

シンポジウム開催中の 2019年 12月 1日（日）の午前中に、通常セッションと並行して、統計に関係

するツールのハンズオンセミナーを開催いただけます。統計ツールに興味をお持ちの方がすでにお集り

の場でのセミナーですので、効果的に多くの方にご参加いただけます。2 社限定先着順です。早めのお

申込みにより参加者を早くから募ることができます。実行委員会からは、募集サイト・場所（教室）・

ハンズオンの参加者リストの提供をいたしますので、PC 等が必要な場合は参加者の方にご持参いただ

くか、セミナー開催者がご用意ください。料金にはシンポジウムへの 1 名様のご参加 (論文集 1 部) が

含まれています。ご希望により、シンポジウムのソフトウェアセッションで 10分程度の発表 (紹介、チ

ュートリアル、使用説明など )を行うことができます。 

 セミナー開催場所 青山学院大学 17号館 シンポジウム開催近辺の教室（30名程度の教室） 

 開催時間  2019年 12月 1日（日）10:00～12:30の間の 1時間（2社限定） 

 開催料金  50,000円 (JSCS賛助会員は 40,000円) 

 

(7) 特別講演 冠スポンサー  ★初企画★ 

 2019 年 12 月 1 日（日）午後に開催予定の特別講演において、冠スポンサーとして予稿集への掲示並

びに当日講演の直前もしくは直後に、企業名（製品名）のご紹介ならびに特別講演参加者へのカタログ

配布をいたします（1 部）。料金にはシンポジウムへの 1 名様のご参加 (論文集 1 部) が含まれていま

す。ご希望により、シンポジウムのソフトウェアセッションで 10 分程度の発表 (紹介、チュートリア

ル、使用説明など )を行うことができます。 

 特別講演開催場所 青山学院大学 17号館 17511教室（153名収容） 

 特別講演開催時間 2019年 12月 1日（日）13:30～14:30（予定） 

 特別講演講師  日本鯨類研究所 袴田高志氏 

 料金   50,000円 (JSCS賛助会員は 40,000円) 

 

(8) ノベルティグッズのご提供 

 シンポジウム開催期間中に、休憩室及び受付周辺にて配布させていただきます。当日お持ち込みの場

合はその場で事務局までお知らせください（グッズの内容によってはお断りさせていただく場合もござ

いますのでご了承ください）。宅配便などでご送付いただく場合は、グッズの内容及び量を事前に事務

局までお知らせください。送付先並びに配達日時のご案内をいたします。 


