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謹　啓 

　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は、日本動物細胞工学会の活動につきまして、格別のご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、第29回日本動物細胞工学会2016年度国際大会（JAACT2016 Kobe）を、来る11月9日 (水) から 12日 (土) までの4日

間、神戸国際会議場（神戸市中央区港島中町6–9–1）において開催させていただくことになりました。

　本大会は、Something New! を開催の基本コンセプトとして、動物細胞工学に関する幅広い領域の最先端の技術情報

を集約し、産官学、国内外、および世代の違いを越えて多くの方々が交流し相互啓発していただくことにより、参加者

一人ひとりが新たな展望を拓く契機となることを目指しております。このため、機能性食品の開発から、抗体医薬など

の有用物質生産、バイオ医薬品のキャラクタリーゼーション、遺伝子・細胞治療、再生医工学、幹細胞工学まで、大変

興味深いシンポジウムやプレナリーレクチャーを数多く企画しております。また、日本動物細胞工学会とつながりの深

い欧州動物細胞工学会（ESACT）からもご参加いただき、欧米の最新動向についてご講演いただきます。日本動物細胞

工学会は、設立当初より、動物細胞工学におけるアカデミアと産業界のインターフェイスの役割を果たしてまいりまし

たが、本大会の企画はいずれも、基礎研究から産業界への応用に向けた実用的な技術開発まで、進展・深化の著しい動

物細胞工学の最前線の情報を入手いただけるものと自負しております。

　本大会では、また、多くの方々が展示会場にお運びいただき、ランチョンセミナーにもご参加いただけるように、会

場レイアウトやプログラムを工夫する所存です。大会実行委員一同、円滑で活気のある大会となるよう全力で準備を進

めております。

　会場となる神戸国際会議場は、世界初の海上文化都市「ポートアイランド」にあり、交通のアクセスも優れていま

す。ポートアイランドには、理化学研究所　多細胞システム形成研究センター（CDB）、スーパーコンピュータ「京」

を初めとする多くの研究機関・医療産業関連企業が集積しています。また、わが国のバイオ医薬品製造に関わる企業・

大学・公的研究機関が結集して設立された次世代バイオ医薬品製造技術研究組合のGMP施設が、昨年、ポートアイラン

ド内に開設されるなど、動物細胞工学に関しても一つの拠点となりつつあります。

　貴社におかれましては、ぜひとも本大会へのご出展、ご参加をご検討いただきたく、ご案内申し上げる次第です。ま

た、要旨集等への広告、ランチョンセミナー・テクニカルセミナーの開催等もあわせてご検討いただけると幸いに存じ

ます。何とぞご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、展示、広告、ランチョンセミナー、テクニ

カルセミナーに関する業務は、株式会社エー・イー企画に委託しておりますので、お問い合わせ、お申し込みは同社宛

にお申し付けくださいますよう、お願い申し上げます。

　末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

謹　白

2016年2月

日本動物細胞工学会2016年度国際大会
（JAACT2016 Kobe)

大会実行委員長　山地　秀樹
神戸大学大学院工学研究科

ごあいさつ



出品要綱

2016年11月10日（木）9：30～18：30

2016年11月11日（金）9：30～14：00

2016年11月12日（土）9：30～15：30

※ プログラムの変更等により、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

神戸神戸神戸国際会議場　3Fレセプションホール
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1　　
TEL : 078-302-5200   FAX : 078-302-6485

電力（100Ｖおよび200Ｖ）ご使用の場合、電源仮設工事費および消費電力料金は出品者
の負担になります。

100Ｗ以上500Ｗまで　￥21,600（消費税込）

501Ｗ以上1KWまで       ￥27,000（消費税込）

※ただし、１kw以上ご使用の場合は、１kw増すごとに￥12,960（消費税込）を加算させ
　ていただきます。

※200V（単相・三相）をご使用の場合は、別途仮設となり割高になりますのでご了承くだ

　さい。

　料金は会期後にご請求いたします。

展示会期

展示会場

電力料金

小間規格/出品料金

展示会にご出展していただくと、1社につき1名様をバンケットにご招待いたします。
（1名様以上のご参加の場合、バンケット参加費をお支払ください。）

Aタイプ
￥216,000

（消費税込）

Bタイプ（書籍）
￥54,000

（消費税込）

特典

◎ 小間サイズ：W1,800×D900×H2,400mm
◎ セット内容：バックパネル（蛍光灯40W、社

名板付）、イス1脚、出品台（W1,800×D900×
H750mm、白布にて台上を覆い、腰は青色系の
布で覆います）

◎ バック・ソデパネルはベニヤパネルを使用し、
加工紙表装をします。

※ 基礎小間には既設の展示台が付いております
が、床面に　直接機器類等を設置したい場合
には、申込書に出品台不要　のご記入をしてく
ださい。

パラペット40W蛍光灯
社名板

バックパネル
（加工紙表装）
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◎	小間サイズ：出品台のみ
◎	セット内容：出品台（W1,800×D900×
H750mm、白布にて台上を覆い、腰は青色系
の布で覆います）

	 社名板付、折りたたみイス	1脚
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出品要綱

1）申込方法： 規定の申込み書に必要事項をご記入の上、お申込ください。

2）申込締切日： 2016年8月26日（金） 

     小間数に制限がありますので、お早目にお申込みください。

3） 申込先： 株式会社エー・イー企画　JAACT2016展示会係
 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  岩波書店一ツ橋別館4Ｆ

 TEL. 03-3230-2744　FAX. 03-3230-2479
 E-mail: jaact2016@aeplan.co.jp
4）支払方法： 請求書がお手元に届いた時点でお振込みください。

出品申込書の提出後は展示会事務局が不可抗力と認めた事故以外は取り消しできま

せん。

キャンセルを受理した場合、申込締切日前のキャンセルについては請求額の50％、

申込締切日以降のキャンセルについては請求額を全額お支払いただきます。

ブースには出品台が含まれていますが、床面に直接機器等を設置したい場合は、

申込み書に出品台不要の旨を申込書に明記してください。

各出品物の管理は出品者が責任をもつものとし、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、補償などの責任は

一切負いませんのでご了承ください。

出品申込方法

出品の取り消し

展示出品台

出品物の管理

出品物の搬入・搬出

搬入　　2016年11月9日（水）　14 : 00～17 : 30

搬出　　2016年11月12日（土）　15 : 30～

＊詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。

展示会場設営　2016年11月9日（水）　9 : 00～14 : 00



講演会場 大会受付

↑ポスター会場（4階）

展示会場（予定）

展示会場予定レイアウト

搬入出口

ワールド
記念ホール 3号館

市民広場（186台）
地下駐車場 7:30～22:00
市民広場（186台）
地下駐車場 7:30～22:00

2号館

2号館
地　下

1号館

出口入口

アクセスマップ



Nov.9 (Wed) Nov.10 (Thu) Nov.11 (Fri) Nov.12 (Sat)

Morning

プレナリーレクチャー 1

シンポジウム 3

プレナリーレクチャー 3

シンポジウム 5

プレナリーレクチャー 4

ポスターセッション

Lunch Time ランチョンセミナー 1 ランチョンセミナー 2 ランチョンセミナー 3

Afternoon

受付開始

開会あいさつ

Murakamiメモリアル

シンポジウム 1

シンポジウム 2

テクニカルセミナー

プレナリーレクチャー 2

JAACT2016Award

シンポジウム 4

一般口頭発表 1

エクスカーション

次世代バイオ
医薬品製造技
術組合のGMP
施設の見学

オプショナル
ツアー（姫路
城・好古園）

シンポジウム 6

一般口頭発表 2

ポスター賞
受賞式

閉会あいさつ

Evening Get-together Party
（神戸ポートピアホテル）

懇親会
（神戸どうぶつ王国）

プログラム（案）

大会抄録号  広告掲載料（A4サイズ）

スケジュールおよびタイトル・演者は2016年3月現在の予定になります。告知なく変更されることがあります。ご了承ください

8月19日（金）　広告原稿締切日 8月26日（金）

8月26日（金）
株式会社 エー・イー企画　担当：西尾文利

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4  岩波書店一ツ橋別館4Ｆ
TEL. 03-3230-2744　FAX. 03-3230-2479
E-mail: jaact2016@aeplan.co.jp

1 ページ …………………………… ¥75,600
（255mm×175mm）　　　　   （展示会出展企業は ¥64,800）

½ページ …………………………… ¥48,600
（120mm×175mm）

● 上記料金には、消費税が含まれております。

広告申込締切日

展示申込締切日

申込み、お問い合せ先

●Murakami メモリアルレクチャー
Prof. David Barnes (Geogia Gwinnett College）

●プレナリーレクチャー
清水　誠　先生（JAACT前会長、東京農業大学応用生物化学部）
青井　貴之　先生（神戸大学科学技術イノベーション研究科）
Prof. Francesc Gòdia (ESACT)
Dr. Matthieu stettler (Chairman of the 25th ESACT meeting)
Prof. Colin R. Goding (University of Oxford)

シンポジウム 1：Functional substances and foods 1
シンポジウム 2：Functional substances and foods 2
シンポジウム 3：Tissue engineering and stem cells，Cell based assays
シンポジウム 4：Biopharmaceuticals（バイオ医薬品のキャラクタリーゼーションと標準物質）
シンポジウム 5：Production of biologics
シンポジウム 6：Gene and cell therapy


