2019 年 2 月吉日
ご関係者各位
日本計算機統計学会第 33 回大会
実行委員長 中 村 智 洋
（東北大学東北メディカル・メガバンク機構）

日本計算機統計学会第 33 回大会
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 2019 年 6 月 1 日（土）～ 2 日（日）に、東北大学星陵キャンパスにおきまして、日本計算
機統計学会第 33 回大会を開催することになりました。
東北大学星陵キャンパス内には、未来型医療を築いて東日本大震災被災地の復興に取り組むため
につくられた東北大学東北メディカル・メガバンク機構（Tohoku Medical Megabank Organization,
ToMMo）がございます。大会内では、東北大学災害科学国際研究所災害公衆衛生学分野ならびに東北
大学東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 栗山進一教授による「世界初の出生
三世代コホートを用いた分子疫学的データ解析の実際について」
、東北メディカル・メガバンク機構
予防医学・疫学部門 寳澤篤教授による「ToMMo で実施しているコホート調査、調査を通じて得られ
た生体試料および電子情報の利活用について」の 2 つの特別講演を予定しております。さらに、災
害データの統計解析に関する特別セッションなどを企画しております。
ToMMo で実施しているコホート調査を通じ得られた試料・情報は、研究者の皆様に利活用していた
だく公的なものと考えており、試料・情報の分譲を行っております。本大会では、製品展示やソフ
トウェアセッションなどの実施を予定しており、試料・情報のビッグデータ解析を通じて関係企業
等の皆様との交流を通じ本大会を盛り上げ、計算機統計学の発展に寄与したいと考えております。
別添資料をご覧いただき、是非本大会へのご協賛・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 回大会 開催概要
1. 日

時

2019 年 6 月 1 日（土）～ 2 日（日）

2. 会

場

東北大学星陵キャンパス 星陵オーディトリアム
および東北メディカル・メガバンク棟 1 階講堂
〒980-8573 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1
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3. 特別講演

東北大学災害科学国際研究所災害公衆衛生学分野
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 栗山進一教授
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 寳澤 篤教授
約 200 名の予定

4. 参加人数

5. 詳細および最新の情報について
第 33 回大会のウェブページ（http://jscs.jp/conf/taikai33/）をご覧下さい。
（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。）

日本計算機統計学会第 33 回大会 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
表 4（裏表紙）
（1 ページ）

100,000 円 （90,000 円）

表 3，表 3 対向（1 ページ）

80,000 円 （70,000 円）

通常位置（1 ページ）

50,000 円 （40,000 円） 4 月 10 日 (水)

通常位置（1/2 ページ）

30,000 円 （20,000 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等挿入
（2 点まで）

50,000 円 （40,000 円）

4 月 10 日 (水)
ご連絡いたします

(5) 名札領収書の裏面への掲出
91×55mm（2 枠まで）

40,000 円 （30,000 円）

91×190mm（ミシン目をまたぐ。1 枠まで）

90,000 円 （80,000 円）

4 月 10 日 (水)

折り返し
ご連絡いたします

(6) バナー広告掲載
120px×120px（A4 印刷時の大きさ）

80,000 円 （70,000 円）

60px×120px (A4 印刷時の大きさ）

50,000 円 （40,000 円）



上記のほか、大会への寄付金・物品等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。



(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。大会開催直前まで、随
時受け付けますので、大会事務局にお問い合わせください。



論文集への広告出稿や展示スペースへの出展の場合、ソフトウェ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。
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申込方法
別添の申込用紙をご利用になり、E-mail で大会事務局までお送りください
（大会の 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、大会
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 回大会 事務局
〒980-8573 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 医療情報 ICT 部門 中村 智洋
TEL：022-273-6280
E-mail：taikai33@jscs.jp
URL：http://jscs.jp/conf/taikai33/





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 5 月 8 日（水）

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 33 回大会論文集（A4 サイズ）



配布予定部数

250 部 （大会参加者、大会協賛企業、JSCS 賛助会員など）



掲載位置・料金


表 4（裏表紙）
１ページ （白黒） 100,000 円（JSCS 賛助会員は 90,000 円）



表 3（裏表紙の裏）
、表 3 対向（表 3 の左側）
１ページ （白黒） 80,000 円（JSCS 賛助会員は 70,000 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 3 および表 3 対向の 2 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。
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原稿送付方法
そのままで印刷可能な白黒の原稿、または、電子ファイル(PDF または EPS)をご用意の上、大会
事務局にご送付ください。



ソフトウェアセッションでの発表
ご希望により、大会のソフトウェアセッションで 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。

(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

星陵オーディトリアム 1F ロビー

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。


ソフトウェアセッションでの発表
ご希望により、大会のソフトウェアセッションで 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。



出展料金（１ブース） 50,000 円（JSCS 賛助会員は 40,000 円）
上記料金には大会への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等のカタログの展示を行うことができます。


出展場所 星陵オーディトリアム 1F ロビー



出展料金（A4 サイズ 2 点まで）

30,000 円（JSCS 賛助会員は 20,000 円）

(4) カンファレンスバッグへのカタログ等挿入
カンファレンスバッグに、貴社が用意されたカタログ等を挿入し、全参加者に配布いたします。


必要部数



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

200 部

(5) 名札領収書の裏面への掲出
名札領収書の裏面に広告を掲載いたします。


料金


91×55mm（2 枠まで）
40,000 円（JSCS 賛助会員は 30,000 円）
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91×190mm（ミシン目をまたぐ広告になります。1 枠まで）
90,000 円（JSCS 賛助会員は 80,000 円）
91×190mm の掲載を優先とし、複数ある場合は，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
電子ファイル(JPG または PNG)をご用意の上、大会事務局にご送付ください。

(6) 大会 Web ページへのバナー広告の掲載
大会の Web ページ http://jscs.jp/conf/taikai33/ にバナー広告を掲載いたします。


掲載位置・料金


トップページ右上（Web ページの A4 印刷時の大きさ 120px×120px）
80,000 円（JSCS 賛助会員は 70,000 円）



トップページ右上（Web ページの A4 印刷時の大きさ 60px×120px）
50,000 円（JSCS 賛助会員は 40,000 円）
バナー広告の掲載の順位(上から)は，広告の大きさの順番とし，同じ大きさの広告が複数ある場合は，
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
電子ファイル(JPG または PNG)をご用意の上、大会事務局にご送付ください。
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