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開催概要
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名称 2021年日本バイオインフォマティクス学会年会・第10回生命医薬情報学連合大会（IIBMP2021）

テーマ 次世代の生命科学・医薬学を切り拓くバイオインフォマティクス

開催日 2021年9月27日(月) ～ 29日(水)

会場 オンライン 【Gather.TownとZoom (予定)】

URL https://www.jsbi.org/iibmp2021/

主催
日本バイオインフォマティクス学会(JSBi) 
日本オミックス医学会

後援
日本メディカルAI学会 
情報計算化学生物学会(CBI学会) 
早稲田大学 理工学術院

キーワード バイオインフォマティクス，医学，薬学，創薬，オミックス情報，人工知能技術，データ駆動型研究，ビッグデータ

想定参加層 大学，研究機関，企業

想定参加者分野 生命情報科学，情報科学，生命科学，医学，薬学，化学，数学

想定参加者数 オンライン 1000 名

https://gather.town/
https://zoom.us/
https://www.jsbi.org/iibmp2021/
https://www.jsbi.org/
http://omics.jp/
https://www.japan-medical-ai.org/
https://cbi-society.org/
https://www.waseda.jp/fsci/


実行委員長・大会長 
• 浜田 道昭 (早稲田大学理工学術院、産業技術総合研究所、日本医科大学) 

実行副委員長 
• 清水 佳奈 (早稲田大学理工学術院) 
• 福永 津嵩 (早稲田大学高等研究所） 

実行委員 
• 岩崎 渉 (東京大学大学院新領域創成科学研究科) 
• 荻島 創一 (東北大学東北メディカル・メガバンク機構) 
• 尾崎 遼 (筑波大学医学医療系) 
• 笠原 雅弘 (東京大学大学院新領域創成科学研究科) 
• 坂本 一憲 (WillBooster株式会社、早稲田大学) 
• 瀬々 潤 (株式会社ヒューマノーム研究所) 
• 長井 陽子 (Varinos株式会社) 
• 松本 拡高 (長崎大学情報データ科学部) 

プログラム委員長 
• 田口 善弘 (中央大学理工学部)

実行組織
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プログラム委員 
• 河口 理紗 (コールドスプリングハーバー研究所) 
• 木原 大亮 (パデュー大学生物科学科、計算科学科) 
• グロミハ, マイケル (インド工科大学マドラス校生物工学科、東京工業大学科学技術創成研究院) 
• 齋藤 裕 (産業技術総合研究所) 
• 露崎 弘毅 (理化学研究所) 
• 水口 賢司 (医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪大学蛋白質研究所) 
• 山西 芳裕 (九州工業大学大学院情報工学研究院) 

現地実行委員長 
• 曽 超 (早稲田大学理工学術院) 

現地実行委員 
• 井内 仁志 (早稲田大学理工学術院) 
• 一ノ瀬 顕子 (早稲田大学理工学術院) 
• 魚谷 依子 (早稲田大学理工学術院) 
• 小野口 真広 (早稲田大学理工学術院) 
• 浜口 悠 (早稲田大学理工学術院) 
• 赵 世涛 (早稲田大学理工学術院)

(五十音順、敬称略)



 スポンサー企業の募集
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スポンサードセッション、チュートリアル、ランチョンセミナー
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セッション種別
価格 
（税込）

予定時間 募集 招待券
Zoomの 
host権限

広告種別

ゴールド・スポンサーセッション 15万円 45分 2社 4枚 1 host ゴールド

チュートリアル 15万円 45分 2社 4枚 1 host ゴールド
ランチョンセミナー 
（お弁当なし）

15万円
1時間 

12:00-13:00
4社 4枚 1 host ゴールド

プラチナ
HPの「プラチナスポンサー」欄にロゴ（250×130ピクセル相当）の掲載※ 
プログラム（PDF配布予定）にカラー2ページの広告を掲載。

ゴールド
HPの「ゴールドスポンサー」欄にロゴ（200×100ピクセル相当）の掲載※ 
プログラム（PDF配布予定）にカラー1ページの広告を掲載。

シルバー HPの「シルバースポンサー」欄にロゴ（150×80ピクセル相当）の掲載※

広告種別の特典：

※H Pのロゴにリンクはありません。 
セッション、展示ブース、両方とも申し込まれた場合は、高いほうの広告種別を採用いたします。 

※スポンサードセッションでは、協賛社様に研究者の招待講演などを企画していただきます。チュートリアルセッションでは、協賛社様に新しい機器・ソフトウェ
アなどの技術講演を企画していただきます。



展示ブース（オンライン）
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展示種別
価格  
(税込)

招待券(注１)
Zoomの 
host権限

CM (注2)
HPに動画の 
掲載(注3)

広告種別

プラチナ 20万円 6枚 1 host 25秒 あり プラチナ
ゴールド 10万円 4枚 1 host 15秒 あり ゴールド
シルバー 5万円 2枚 1 host 10秒 あり シルバー
アカデミック 無料 ― 1 host ― ― ―
(注１) 招待券の規定枚数を超える場合は、参加登録が必要となります。アカデミックブースについては、参加登録が必要となります。 
(注２) 会期中の休憩時間でのCM（コマーシャルメッセージ）を放映（予定）。 
(注３) 会期前からHPに動画（YouTubeへのリンク）を埋め込みます。

プラチナ
HPの「プラチナスポンサー」欄にロゴ（250×130ピクセル相当）の掲載※ 
プログラム（PDF配布予定）にカラー2ページの広告を掲載。

ゴールド
HPの「ゴールドスポンサー」欄にロゴ（200×100ピクセル相当）の掲載※ 
プログラム（PDF配布予定）にカラー1ページの広告を掲載。

シルバー HPの「シルバースポンサー」欄にロゴ（150×80ピクセル相当）の掲載※

広告種別の特典：

※H Pのロゴにリンクはありません。 
セッション、展示ブース、両方とも申し込まれた場合は、高いほうの広告種別を採用いたします。 



❖ パンフレット広告 
     • 5万円：プログラム（PDF配布予定）にカラー１ページの広告を掲載。Webにシルバー相当のロゴ掲載※ 

❖ HPにWeb広告（バナー広告リンク付き）及びスポンサー欄にロゴの掲載 
     • 20万円：Web広告及び「プラチナスポンサー」欄にロゴ（250x130ピクセル）の掲載※ 
     • 10万円：Web広告及び「ゴールドスポンサー」欄にロゴ（200x100ピクセル）の掲載※ 
     • 5 万円：Web広告及び「シルバースポンサー」欄にロゴ（150x80ピクセル）の掲載※ 
     ※HPのロゴにリンクはありません。 

❖ 寄付または賛助金 
     1口5万円（不課税）：免税措置なし

広告掲載、寄付または賛助金
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下記の学会ホームページからお申込みいただけます。 

https://www.jsbi.org/iibmp2021/
index.html#%E5%8D%94%E8%B3%9B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E
4%B8%AD 

協賛申込方法
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連絡先 
　2021年日本バイオインフォマティクス学会年会・ 
　第10回生命医薬情報学連合大会（IIBMP2021）実行委員会事務局 
　早稲田大学理工学術院　浜田研究室内 

〒169-8555 新宿区大久保3-4-1 55号館N棟6階10B室 
U R L：https://www.jsbi.org/iibmp2021/ 
メールアドレス：iibmp2021@googlegroups.com

https://www.jsbi.org/iibmp2021/index.html#%E5%8D%94%E8%B3%9B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD
https://www.jsbi.org/iibmp2021/index.html#%E5%8D%94%E8%B3%9B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD
https://www.jsbi.org/iibmp2021/index.html#%E5%8D%94%E8%B3%9B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD
https://www.jsbi.org/iibmp2021/


 Gather.Townの出展形式
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• 展示ブースでは以下のような
機能が実現可能です。

• 右図のような協賛企業展示会
場(見本)を設定します。参加者
は展示会場を通過して講演会
場に移動することになります。

展示会場の概要
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展示ブース

参加者

出展者

展示会場

❶ ロゴ・ラベル掲載 
❷ オンライン面談 
❸ ポスター・動画掲載 
❹ リンク先ページの表示 
　 例1: アンケート調査 
    例2: 抽選会開催

※ 会期中に出展者にコンテンツ編集・UP権限を付与します。



•ロゴのサイズは２種類があります。 
‣192×64ピクセル 
‣96×64ピクセル 
•ラベル掲載(例:抽選開催中)により、
集客力UPにつながります。

ロゴ・ラベル掲載
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ロゴ (96 x 64ピクセル)

ロゴ (192 x 64ピクセル)

ラベル (64 x 32ピクセル)



オンライン面談 (その１)
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•参加者が展示ブースのprivate spaceに
入ると、Gather.Townのビデオ/音声通
話機能が利用可能になります。

private space

ビデオ/音声 
通話送信

https://gather.town/


オンライン面談 (その２)
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press "x"

•Zoom、Google Meetなどのリンクを事前
に準備し、アイコンに貼り付けることで、
外部会議システムの利用も可能です。

Zoom会議のリンク

Zoom会議のアイコン

https://zoom.us/
https://meet.google.com/


ポスター・動画掲載 (その１)
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•ポスターアイコンに近付くと、ポス
ター内容のプレビューとメッセージが表
示されます。 
•ビデオ/音声通話機能を利用すること
で、ポスター内容を見ながら、交流す
ることができます。

press "x"
ポスターアイコン

ポスター内容のプレビュー

ポスター内容のメッセージ

ポスター内容 (マウス操作可能)



ポスター・動画掲載 (その２)
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•Youtube、Vimeoなどの動画の
リンクを事前にご準備頂けれ
ば、動画掲載も可能です。

press "x"動画アイコン

動画内容のプレビュー

動画再生 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/jp


リンク先ページの表示 (その１)
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• Webページ、オンラインドキュメント
(例:Google Docs, HackMD)のリンク
をご準備頂ければ、Gather.Town内で
リンク先ページの表示が可能です。

press "x"

リンク先のページ  
(マウス操作可能)

リンクのアイコン

Google Formsと併用で 
アンケート調査ができる

https://www.google.com/docs/about/
https://hackmd.io/
https://www.google.com/forms/about/


リンク先ページの表示 (その２)
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集客のために、 PlayBoxなどのサービスと
併用頂くと、web抽選会の開催も可能にな
ります。

press "x"

抽選会のアイコン

抽選会のページ内容

https://playbox.jp/lottery/


 ご参加・協賛お待ちしています
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