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Dear Colleagues: 
 
It is my pleasure to invite you to partner with the 
International Society for Computational Biology 
(ISCB), JSBi and AIST at the the GIW ISCB-Asia 
2014 Conference. Our conference will provide 
excellent opportunities to connect with leading 
scientists and students from Asia and across the 
globe while absorbing cutting edge research in 
computational biology, biomedical informatics, and 
genomics. 
 
Our sponsorship and exhibitor offerings are 
designed to maximize corporate brand recognition 
and customer contact.  GIW ISCB-Asia 2014 is the 
third of ISCB’s newest conference series, and the 
Society’s first meeting in Japan. The GIW-
International Conference on Genome Informatics 
will celebrate its 25th anniversary. Both meetings 
will be presented as one, with all talks and events 
presented under the combined conference name.  
I encourage you to participate in this extraordinary 
event that will bring together international thought 
leaders to explore topics such as: 
 
 

 NGS data analysis 
 Cloud and workflow platforms for 

bioinformatics 
 Cancer genomics 
 Metagenomics 
 Machine learning, 
 Protein bioinformatics 
 Open problems in computational biology 

 
Your support of the conference will help to 
advance the fields of computational biology and 
genomics.  I look forward to welcoming you to 
Tokyo. 

各位 
 
このたび、JSBi（日本バイオインフォマティクス学会）は、情報生

物学の国際学会としては世界最大の ISCB（ International 
Society for Computational Biology）、および独立行政法人産

業技術総合研究所（AIST）との共催で、国際会議  GIW / 
ISCB-Asia 2014 を開催することとなりました。今年で 25 周年

を迎える GIW を GIW 発祥の地である日本で、ISCB との共催

で開催できることを喜ばしく思っております。ここに、ぜひみなさ

まにも GIW / ISCB-Asia 2014 のパートナーとなっていただき、

厚いご支援を賜りたくお願い申し上げる次第です。 
GIW / ISCB-Asia 2014 には、日本国内のみならず、アジア、

そして世界の各国から、バイオインフォマティクス、バイオメディ

カル・インフォマティクス、ゲノミクスなどに関連する第一線の研

究者と学生が、最先端の研究成果を携えて集結します。参加

者にとって、そしてみなさまにとっても、貴重な出会いの場、情

報交換の場となることは間違いありません。 
 
今回は、参加者がスポンサー企業ブランドの認識を高められる

よう、露出機会の最大化を目指したスポンサーシップ設計をし

ています。ISCB-Asia は ISCB-Africa や ISCB-Latin America 
に続く、ISCB にとって最も新しい地域シリーズです。日本では

初開催となりますが、歴史ある GIW と、全セッションを一体化

した共催を目指しています。とくに以下のテーマにご興味のあ

るみなさまには、ぜひこの素晴らしい機会に参加されることをご

検討いただきたく、お願い申し上げます。 
 

 次世代シークエンサーデータ解析 
 バイオインフォマティクスのクラウド化、ワークフロー

プラットフォーム 
 がんゲノム 
 メタゲノム解析 
 機会学習 
 タンパク質のバイオインフォマティクス 
 情報生物学における諸問題 

 
 
みなさまのご支援はこの分野の発展に間違いなく大きな貢献と

なります。何卒よろしくお願い申し上げます。みなさまと東京で

お目にかかれますことを楽しみにしております。 

 

 
Sincerely, 
 

浅井 潔  Kiyoshi Asai ポール・ホートン  Paul Horton 
GIW/ISCB-Asia 2014 Co-Chair GIW/ISCB-Asia 2014 Co-Chair 
東京大学 教授 
日本バイオインフォマティクス学会 会長 

（独）産業技術総合研究所 ゲノム情報研究センター 
研究センター長 

Professor, The University of Tokyo, Japan. 
President, Japanese Society for Bioinfomatics. 

Director, the Computational Biology Research Center, 
Japansese National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology. 
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SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 
 

参加者数は、2009 年に GIW を日本で開催した際の実績 300 名と同程度と予想しております。 
 

 
 
 

$7,500 Platinum (770,000 JPY) プラチナスポンサー ￥770,000.- 

 Three (3) complimentary conference registrations 

 One (1) Exhibitor Showcase display space  

 One (1) 30-minute tech talk (scheduled by the organizers)

 Company name recognition with hyperlink on sponsors 

page of conference website as Platinum Sponsor  

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Platinum Sponsor recognition with organization name and 

company URL in conference program 

 Two (2) full-page black and white advertisement in 

conference program with option to span two pages 

 One company brochure or marketing piece inserted in 

conference handouts 

 

 3 名ご招待 

 展示ブース 1 枠 

 Tech talk 30 分（時間はこちらで

決めさせていただきます） 

 当ウェブサイトに「プラチナスポン

サー」表示、貴ウェブページにリン

ク 

 開催時オープニングセッションにロ

ゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに「プラチナスポンサ

ー」、貴社名、URL を印刷 

 プログラムにモノクロ 2 ページの広

告を掲載（見開きも可） 

 プログラム配布時に貴社パンフレ

ットなど 1 点を封入 

 

 

40%

37%

17%
0%
6%

Delegates	of	GIW2009	
(the	last	GIW	held	in	Japan)

University	(not	student)

Students

Academic	Institute	(non	profit)

College

Private	Company	(profit)
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$5,000 Gold (510,000 JPY) ゴールドスポンサー ￥510,000.- 

 Two (2) complimentary conference registrations 

 One (1) Exhibitor Showcase display space  

 One (1) 30-minute tech talk (scheduled by the 

organizers) 

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website as Gold 

Sponsor  

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Gold Sponsor recognition with organization name and 
company URL in conference program 

 Full-page black and white advertisement in conference 
program 

 

 2 名ご招待 

 展示ブース 1 枠 

 Tech talk 30 分（時間はこちらで

決めさせていただきます） 

 当ウェブサイトに「ゴールドスポン

サー」表示、貴ウェブページにリン

ク 

 開催時オープニングセッションにロ

ゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに「プラチナスポンサ

ー」、貴社名、URL を印刷 

 プログラムにモノクロ 1 ページの広

告を掲載 

 

$3,000 Silver (310,000 JPY) シルバースポンサー ￥310,000.- 

 One (1) complimentary conference registration 

 One (1) Exhibitor Showcase display space  

 One (1) 30-minute tech talk (scheduled by the 

organizers) 

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website as Silver 

Sponsor  

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Silver Sponsor recognition with organization name 

and company URL in conference program 

 Half-page black and white advertisement in 

conference program 

 1 名ご招待 

 展示ブース 1 枠 

 Tech talk 30 分（時間はこちらで

決めさせていただきます） 

 当ウェブサイトに「シルバースポン

サー」表示、貴ウェブページにリン

ク 

 開催時オープニングセッションに 
ロゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに「シルバースポン 
サー」、貴社名、URL を印刷 

 プログラムにモノクロ半ページの 
広告を掲載 
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$2,500 Bronze (258,000 JPY) ブロンズスポンサー ￥258,000.- 

 One (1) complimentary conference registration 

 One (1) 30-minute tech talk (scheduled by the 

organizers) 

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website as Bronze 

Sponsor  

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Bronze Sponsor recognition with organization name and 
company URL in conference program 

 Quarter-page black and white advertisement in 

conference program 

 1 名ご招待 

 Tech talk 30 分（時間はこちらで

決めさせていただきます） 

 当ウェブサイトに「ブロンズスポン

サー」表示、貴ウェブページにリン

ク 

 開催時オープニングセッションに 
ロゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに「ブロンズスポン 
サー」、貴社名、URL を印刷 

 プログラムにモノクロ 4 分の 1 
ページの広告を掲載 

 

$2,000 Copper (205,000JPY) コッパースポンサー ￥205,000.- 

 One (1) complimentary conference registration 

 One (1) Exhibitor Showcase display space  

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website as Copper 

Sponsor  

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Copper Sponsor recognition with organization name 

and company URL in conference program 

 Quarter-page black and white advertisement in 

conference program 

 1 名ご招待 

 展示ブース 1 枠 

 当ウェブサイトに「シルバースポン

サー」表示、貴ウェブページにリン

ク 

 開催時オープニングセッションにロ

ゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに「コッパースポン 
サー」、貴社名、URL を印刷 

 プログラムにモノクロ 4 分の 1 
ページの広告を掲載 
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$1,500 Coffee Break (153,000 JPY) コーヒーブレーク ￥153,000.- 

 One (1) complimentary conference registration 

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website   

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Organization name and company URL in conference 

program 

 

 1 名ご招待 

 当ウェブサイトに貴社名表示、貴

ウェブページにリンク 

 開催時オープニングセッションにロ

ゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに貴社名、URL を印刷 

 

$1,250 Keynote Speaker (128,000 JPY) 基調講演スポンサー ￥128,000.- 

 One (1) complimentary conference registration 

 Company name recognition with hyperlink on 

sponsors page of conference website   

 Logo recognition during conference opening session 

 Logo recognition on conference sponsor signage 

 Keynote Speaker Sponsor recognition with organization 
name and company URL in conference program 

 

 1 名ご招待 

 当ウェブサイトに貴社名表示、貴

ウェブページにリンク 

 開催時オープニングセッションにロ

ゴ表示 

 会場スポンサー案内板にロゴ表示

 プログラムに基調講演スポンサー

として貴社名、URL を印刷 

 

$1,500 Tech Talks (153,000 JPY) Tech トーク ￥153,000.- 

 Tech Talks are 30 minutes in length allowing for a 25-

minute presentation and ~5 minutes for Q&A 

 These presentations are designed to allow 

organizations to create awareness of new 

technologies, services, and items relevant to attndees

 Requests for Tech Talks are reviewed for approval by 
the Organizing Committee 

 Space is limited, and it may not be possible to accept all 

requests 

 テクノロジートークの持ち時間は 30
分間です。（プレゼンテーション 25
分と質疑応答 5 分以内） 

 プレゼンテーションの内容は、新し

い技術、サービス、製品等について

参加者にアピールするものであっ

て、本会議と関連があるものに限り

ます。 

 内容は運営委員会によるレビュー

と承認を受けていただきます。 

 時間に限りがあるのですべてのお

申し込みをお受けできない場合が

あります。 
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Other Sponsorship Opportunities その他のスポンサー 

Company name will be included on signage, website and 

printed materials for the following: 

 $10,000 (1,025,000 JPY) – Exclusive Conference 

Dinner Sponsor (includes all Platinum level benefits)  

 $500 (51,000 JPY) and above – Sponsor a Student 
Travel Fellowship 

 $1500 (153,000 JPY) and above – Your company logo 

printed on conference bag - $5,000 (510,000 JPY) 

exclusive with Silver level benefits 

以下のご支援をいただけるスポンサー

は案内板、ウェブサイト、プログラムに

お名前を表示いたします。 

 独占懇親会スポンサー 
￥1,025,000.-（プラチナスポンサー

相当のベネフィット付き） 

 学生旅費スポンサー 
1 口￥51,000.-より 

 カンファレンスバッグスポンサー 
ロゴ 1 点￥153,000.-より 
￥510,000.- で独占印刷（シルバー

スポンサー相当のベネフィット付き）

 

 
 
Exhibit Booth Layout 
 

 
 
 
お問い合わせ先 坂井寛子（sakai-hiroko@aist.go.jp） TEL 03-3599-8073 
Sponsorship Web Site Address  http://www.jsbi.org/giw2014/sponsors/ 


