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日本計算機統計学会第 34 回シンポジウム 

協賛（広告出稿, 動画上映等）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 2020 年 11 月 28 日（土）～ 29 日（日）に、オンラインにて、日本計算機統計学会第 34 回シ

ンポジウムを開催することとなりました。 

同じ日程で鹿児島大学郡元キャンパスにて開催予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の動向が読めないことを踏まえ、シンポジウムの開催方法に関して実行委員を中心に協

議を重ねてまいりました。通常の現地開催及びオンライン開催を併せたハイブリッド開催なども視野に

入れ検討してきましたが、講演者、座長をはじめ関係者の皆様がシンポジウム直前になってご参加でき

なくなる可能性や関係者の皆様の健康と安全を第一に考え、一堂に会して様々な議論を取り交わすこと

ができないのは甚だ残念ではありますが、オンライン開催という形式を選択せざるをえないという結論

にいたりました。 

シンポジウムでは特別講演として、Pharmaceutical Product Development, LLC の海外の統計解析

担当者の方に「COVID-19 に関連するデータの取り扱いと統計家の検討事項」というテーマでオンライ

ンにて逐次通訳を導入してご講演いただく予定です。さらに、災害データ解析に関する特別セッション

などを企画しております。ご期待ください。 

ビッグデータ時代が到来し、統計科学やデータサイエンスがますます重要になってきています。本シ

ンポジウムがこうした時流に合わせた研究交流の場になることを期待しております。 

本シンポジウムでは、ソフトウェアデモセッション発表の協賛企画を展開する予定です。関係企業等

の皆様との交流を通じて本大会を盛り上げ、計算機統計学の発展に寄与したいと考えております。 

新型コロナウイルス(Covid-19)感染拡大に伴う経済活動の停滞により景気が落ち込んでいる状況でご

ざいますし、貴社におかれましても厳しい状況にあるとは存じ上げますが、別添資料をご覧いただき、

本シンポジウムのご協賛・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 34 回シンポジウム 開催概要 

 

1. 日 時    2020 年 11 月 28 日（土）～ 29 日（日） 

2. 開催形式     オンライン会議システムを利用した開催 
3. 特別講演・特別セッション 
                特別講演を以下の方に依頼しております。 



 

                ・講演者：Jianrong Li 
Sr. Director, Biostatistics & Programming 
Global Biostatistics And Programming 
Pharmaceutical Product Development, LLC 

           「COVID-19 に関連するデータの取り扱いと統計家の検討事項」 

                  続けて以下の特別セッションを企画しております。 

                ・医療統計セッション、災害データセッション 

4. 参加人数    約 120 名の予定 

5. 詳細および最新の情報について 

         第 34 回シンポジウムのウェブページ(http://jscs.jp/conf/sympo34/)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。） 

 

日本計算機統計学会第 34 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 30 日 

（金） 

 

 

11 月 6 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（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) バナー広告掲載（150px×150px） 40,000 円 （30,000 円） 10 月 30 日 

（金） 

 

折り返しご連絡

いたします。 

(3) 動画上映★初企画(追加)★ 50,000 円 （40,000 円） 

(4) Live 展示★初企画(追加)★ 50,000 円 （40,000 円） 11 月 27 日 

（金） 

 上記のほか、シンポジウムへの寄付金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を設定しております。 

 (2)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。 

 論文集への広告出稿の場合、ソフトウエア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 34 回シンポジウム事務局 

〒690-0823 松江市西川津町 1060 



 

島根大学 総合理工学部 

山田 隆行 

TEL: 0852-32-6100（代表） 

E-mail: sympo34@jscs.jp 

 

 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  2020 年 11 月 6 日（金） 

 

協賛内容の詳細 

(1) 論文集への広告出稿 

商品等の広告はもちろん、人材募集やセミナー等の広告も可能です。 

 掲載媒体  日本計算機統計学会第 34 回シンポジウム論文集（Ａ4 サイズ） 

 配布予定部数  120 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 40,000 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) 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/sympo34/ 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。 

 

(3) 動画の上映        ★初企画(追加)★ 

シンポジウムのセッションとセッションの間の休憩時間に動画を上映いたします。 

 動画の本数と時間 1 社（1 団体）1 本、3 分以内 

・先着順で受け付けますため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。 

・内容についてシンポジウム実行委員により確認します。その上で上映が難しい内容であると判断した場合はお断りすることが 

ありますこと予めご了承ください。 

 料金      50,000 円（JSCS 賛助会員は 40,000 円） 

 動画ファイル形式 PPSX 形式（他のファイル形式については応相談） 

 上映回数 5 回ほどを予定（講演者のエントリーが多くなりパラレルセッションになった場合は回

数が増えます） 

 動画ファイル送付方法 

 動画ファイル（PPSX など）をご用意の上、シンポジウム事務局にご送付ください。 

PPSX 形式以外の動画ファイルの場合は事前にシンポジウム事務局のほうにご相談ください。 

 

(4) Live 展示         ★初企画(追加)★ 

シンポジウム期間中に web 上に待機ルーム(zoom 等)を作っていただき、それにアクセスする URL を

シンポジウムの webpage 上で掲載します。 またシンポジウムにて待機ルームの紹介をいたします。 

 待機ルームの数 1 社につき 1 ルーム 

・先着順で受け付けますため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。 

 料金      50,000 円（JSCS 賛助会員は 40,000 円） 

 シンポジウムのセッション終了時に待機ルームの紹介をいたします。 

 シンポジウムの期間中に待機ルームへアクセスするURLをシンポジウムのwebpage上で掲載しま

す。 

 

 


