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2021 年 9 月吉日 

ご関係者各位 
日本計算機統計学会第 35 回シンポジウム 

実行委員長 星野 崇宏 
（慶應義塾大学） 

 

日本計算機統計学会第 35 回シンポジウム 

協賛（出展・広告出稿等）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 2021 年 11 月 27 日（土）– 11 月 28 日（日）に、慶應義塾大学 三田キャンパス（東京都港区）

におきまして、日本計算機統計学会第 35 回シンポジウムを開催することになりました。 

本シンポジウムでは、特別講演を特別企画として開催いたします。特別講演では、東京大学大学院工

学系研究科の和泉潔教授に登壇いただき、ビッグデータを用いた経済状況やコロナ禍での行動変化の可

視化等に関するお話をいただきます。他にも医療データ解析等の特別セッションを企画しております。

ビッグデータ時代が到来し、統計科学・データサイエンスの研究者と実務家との研究交流がますます重

要になってきております。本シンポジウムがこのような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。 

また過去の大会・シンポジウム同様、ソフトウェアデモセッション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。 

今後の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の収束は見通せませんが、慶應義塾大学では職域接種

を先行して完了しており、現時点では大学側としては三田キャンパスでの実施が可能となっております。

現段階ではシンポジウムを現地開催とし、補助的にオンライン会議システムを用いる、いわゆるハイブ

リッド会議の予定です。政府の要請や緊急事態宣言の発令などがあった場合には全面オンラインとなる

ことも見据えながらも、今後もこのような事態が継続されることを踏まえ、ウィズコロナ時代のシンポ

ジウムの先駆けたるべく、なるべく様々な研究者と実務家が活発な議論が可能となるように万全の対策

で臨ませて頂ければと存じます。 

新型コロナウィルス感染拡大に伴う経済活動の変化の激しい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 35 回シンポジウム 開催概要 

 

1. 日 時  2021 年 11 月 27 日（土）– 11 月 28 日（日） 

2. 会 場  慶應義塾大学 三田キャンパス 南校舎・北館ホール・第一校舎 

 〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 
 JR 山手線「田町駅」、営団地下鉄三田線「三田駅」より徒歩 10 分 
3. 特別講演 講師：東京大学大学院工学系研究科 和泉潔 教授 
 他 医療データ解析の特別セッション企画中 
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 35 回シンポジウムの Web ページ（http://jscs.jp/conf/sympo35/）をご覧ください。 

 （日本計算機統計学会の Web ページにもリンクがございます。） 
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日本計算機統計学会第 35 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 15 日（金） 

10 月 29 日（金） 

    表 4（裏表紙カラー 1 ページ） 80,000 円 (70,000 円) 
    表 2（表紙裏 1 ページ） 60,000 円 (50,000 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) 

(2) オンライン・リアルでの展示① 
・動画上映（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） 
・展示スペースへの出展（リアル開催の場合） 
・Live 展示（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 Web ページ上で掲載） 
*詳細は次ページをご覧ください。 
*リアル開催の場合であっても展示スペースへの出展

をご希望でない企業への割引はありません。 

60,000 円 (50,000 円) 

(3) オンライン・リアルでの展示② 
・動画上映（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） 
・カタログ出展（リアル開催の場合：2 点まで） 
*詳細は次ページ以降をご覧ください。 

40,000 円 (30,000 円) 
折り返し 

ご連絡いたします。 

(4) バナー広告掲載（280px×280px 以内） 40,000 円 (30,000 円) 

(5) ソフトウェアデモセッション 50,000 円 (40,000 円) 

 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（申込用紙の (6)）。 

 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。 

 (2)(3)(4) 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。 

 (5) ソフトウェアデモセッションは、上記 (1)(2) （ただし (1) の通常位置 1 ページと 1/2 ページを

除く）にお申し込みの場合は無料となります。 

 

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

Web 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みください。 

 お申込・原稿送付・問い合わせ先 

日本計算機統計学会 第 35 回シンポジウム 事務局 

E-mail: sympo35@jscs.jp 

URL: http://jscs.jp/conf/sympo35/ 

 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  2021 年 10 月 22 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 35 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 2（表紙裏） 

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

表 4、表 2、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) および (3) オンライン・リアルでの展示 

(i) 動画上映 

大会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。 

・内容について大会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を予めご了承ください。 

 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 4 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、大会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大会事務局にご相談ください。 

 

(ii) Live 展示 

大会期間中に 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 を大会

の Web 上で掲載します。また大会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。 

 大会のセッション終了時に待機ルームの紹介をいたします。 

 大会の期間中に待機ルームへアクセスする URL を大会の Web 上で掲載します。 
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(iii) 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   三田キャンパス 南校舎 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。ネット環境はお問い合わ

せください。 
（注意）新型コロナウィルス感染状況により全面オンラインとなった場合は、現地での展示はあ

りません。 

 

(iv) 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   三田キャンパス 南校舎 1F シンポジウム受付横 
（注意）新型コロナウィルス感染状況により全面オンラインとなった場合は、現地での展示はあり

ません。 
 

(4) 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/sympo35/ にバナー広告を掲載いたします。 

 掲載位置 トップページ右上 シンポジウムタイトル横 

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。 

 広告ファイル送付方法 

指定サイズ（280px×280px 以内）の大きさの電子ファイル（JPG または PNG）およびリンク先を

ご用意の上、シンポジウム事務局にご送付ください。 

 

(5) ソフトウェアデモセッション 

ソフトウェアデモセッションにて 15 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。 

 


