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ご挨拶

第46回日本神経科学大会は、2023年8月1日（火）―4日（金）に仙台国際センターにおい

て開催されます。第46回大会は、1997年の第20回大会以来26年ぶりの東北地方での開催

であり、折しも本大会の直後から、仙台では七夕祭が開かれます。この間、2011年に東日

本大震災、2019年の末頃からは新型コロナウイルス感染症の拡大により、全世界的なパン

デミックが起こり、いまなおその影響が続いています。

このように激動する社会の中でも、日本の神経科学は着実な進歩を遂げてきました。たとえ

ば、神経発生・再生の分子機構、神経伝達・可塑性の分子基盤、神経回路の構造と機能、高

次脳機能の神経基盤、神経・精神疾患の病態解明などについて顕著な発展があり、これらを

支える多点同時記録や多様なイメージング技術、ウィルスベクターやゲノム編集による遺伝

子改変技術、多能性幹細胞の利用など、飛躍的な技術革新がありました。さらに、ゲノム科

学や数理モデルの活用、工学系やAI、人文科学との融合など、多くの研究分野との連携が

進んでいます。いまや神経科学は、複数の研究分野を組み合わせなければ新しい発見に結び

付かない総合科学へと発展してきているといえます。今後も、急速な発展が予測される神経

科究分野において、他分野と連携しながら、独自の研究を伸ばすとともに、新しい研究分野

に挑戦し、分野の創成や変革につなげる必要性が益々高まっています。

本大会では、仙台七夕祭にあやかり、「銀河に輝く神経科学」の標題のもと、今後とも神経

科学の分野から、銀河に輝く多数の恒星のように多くの輝かしい研究成果が生まれることを

祈るとともに、その成果につなげるために有益な活動を展開したいと考えています。仙台の

地で、国内および国際的な情報収集や人材交流、国際連携、基礎と臨床研究の連携も含めた

異分野間連携、ダイバーシティーを考慮した多様な研究者の活動支援、若手研究者の育成、

研究成果の社会への還元などの活動を促進するための努力をしたいと考えています。

開催方法については、開催期間近くの新型コロナ感染症の状況によりますが、基本的にオン

サイトとオンライン方式を組み合わせたハイブリッド開催を予定しています。両者の方式の

バランスは、感染症の状況を見ながら適切に判断したいと考えています。

仙台に多くの皆様にお越しいただき、大会サイトにもたくさんの方のご参加があることを

願っております。

第46回日本神経科学大会 大会長

小林 和人

（福島県立医科大学 医学部 生体機能研究部門）
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開催概要

第46回日本神経科学大会
The 46th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society

小林 和人（福島県立医科大学）

2023年8月1日(火) ～ 4日(金)

3,000名（招待者含む）

第46回日本神経科学大会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133     E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp

名称

大会長

会期

会場

参加数（予定）

大会テーマ

問い合わせ先

仙台国際センター

〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

http://www.aobayama.jp/

銀河に輝く神経科学 – Towards the Galaxy of Neuroscience -

日本神経科学学会
〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目2-2本郷ビル9F
Tel. 03-3813-0295

学会事務局

http://www.aobayama.jp/


大会組織

大会長 小林 和人 福島県立医科大学 医学部附属生体情報伝達研究所

実行委員長 大隅 典子 東北大学 大学院医学系研究科 創生応用医学研究センター

実行副委員長 筒井 健一郎 東北大学 大学院生命科学研究科 脳神経システム分野

実行委員 安部 健太郎 東北大学 大学院生命科学研究科

井口 善生 福島県立医科大学 医学部附属生体情報伝達研究所

上野 伸哉 弘前大学 医学部 脳神経生理学講座

永福 智志 福島県立医科大学 医学部 システム神経科学講座

大和田 祐二 東北大学 大学院医学系研究科

後藤 薫 山形大学 大学院医学研究科 解剖学第二講座

坂本 一寛 東北医科薬科大学 医学部 神経科学

佐々木 拓哉 東北大学 大学院薬学研究科

下村 健寿 福島県立医科大学 医学部 病態制御薬理医学講座

竹内 秀明 東北大学 大学院生命科学研究科

谷本 拓 東北大学 大学院生命科学研究科

富田 博秋 東北大学 大学院医学系研究科

中陦 克己 岩手医科大学 医学部 生理学講座 統合生理学分野

福土 審 東北大学 大学院医学系研究科

前川 素子 東北大学 大学院医学系研究科

前島 裕子 福島県立医科大学 医学部 病態制御薬理医学講座

松井 広 東北大学 大学院生命科学研究科

松坂 義哉 東北医科薬科大学 神経科学

虫明 元 東北大学 大学院医学系研究科 生体システム生理学分野

八木沼 洋行 福島県立医科大学 神経解剖学

和栗 聡 福島県立医科大学 解剖・組織学



組織委員 青木 正志 東北大学 大学院医学系研究科

飯島 敏夫 東北大学 大学院生命科学研究科

伊藤 浩 福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座

宇川 義一 福島県立医科大学 医学部 ヒト神経生理学講座

金井 数明 福島県立医科大学 医学部 脳神経内科学講座

鈴木 匡子 東北大学 大学院医学系研究科

丹羽 真一 福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座

樋口 輝彦 日本うつ病センター

福永 浩司 東北大学 大学院薬学研究科

藤井 正純 福島県立医科大学 医学部 脳神経外科学講座

水澤 英洋 国立精神・神経医療研究センター

矢部 博興 福島県立医科大学 医学部 ヒト神経生理学講座

大会組織

プログラム委員長 礒村 宜和 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

副プログラム委員長 下郡 智美 理化学研究所 脳神経科学研究センター

コアプログラム委員 大木 研一 東京大学 大学院医学系研究科

小山内 実 大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻

島崎 秀昭 北海道大学 人間知・脳・AI研究教育センター

高橋 英彦 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

花川 隆 京都大学 大学院医学研究科

古屋敷 智之 神戸大学 大学院医学研究科

山中 宏二 名古屋大学 環境医学研究所

吉村 由美子 自然科学研究機構 生理学研究所

和氣 弘明 名古屋大学 大学院医学研究科

渡部 文子 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター

王 丹 京都大学 大学院生命科学研究科



収支予算案（2021年10月時点）

収入の部

項目 金額 備考

1. 参加費 33,495,000円 2,200名

2. セミナー共催費 19,820,000円 8件

3. パッケージスポンサー協賛費 5,420,000円 4社

4. 企業展示出展料 14,200,000円 68小間

5. 広告収入 3,916,000円 プログラム集広告、HPバナー広告など

6. 寄付金 24,710,000円 各種財団等の補助金を含む

7. 学会貸付金 2,000,000円

合計 103,561,000円

支出の部

項目 金額 備考

1. 会議準備費 27,612,000円

1）人件費 12,323,000円

2）システム関係費 8,233,000円 HP、演題登録、参加登録システムを含む

3）印刷・製作費 4,438,120円 翻訳費含む

4）通信・運搬費 2,617,880円

2. 会議当日費 72,070,000円

1）会場費 16,000,000円

2）機材・備品費 28,373,500円

3）人件費 10,476,000円

4）招聘費 8,000,000円

5）会議費 5,531,300円

6）運営諸経費 1,589,200円

7）市民公開講座開催費 2,100,000円

3. 事後処理費 3,026,000円

4. 予備費 853,000円

合計 103,561,000円



キャンセルポリシー

申込みの際は下記ポリシーにご同意いただいたうえでお申込みくだ

さい。

申込み受理後は、組織委員会が不可抗力と認めた事項以外は原則解
約することはできません。組織委員会が解約を認めた場合でも、解約
理由を書面にてお送りいただき、受領した日を基準として解約料金を
お支払いください。

※解約料金
各申込締切日までに受領した場合…請求額の50％をお支払いください。
各申込締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。

天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催者の責任に帰し得な
い原因により、大会および展示会の開催を変更・中止する場合があり
ます。この変更により生じた協賛各社の損害は補償できかねます。 前
述の原因により開催中止を決定時期によっては、主催者は協賛各社に
対し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除いた金額を算出し、
ご返金致します。

解約について

開催の変更・中止について
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協賛メニュー内容一覧

各メニューの詳細は該当ページをご確認ください。 ※表示価格は全て消費税込みの金額です。

■パッケージスポンサーシップ：1,980,000～2,970,000円
ランチョンセミナー、展示会、バナー広告などがセットになったお得な協賛メニューです。

■ランチョンセミナー：1,430,000～1,870,000円
昼食時間帯に大会会場にてセミナーを実施できます。

■プログラム集広告：88,000～275,000円
プログラム集（B5判 冊子体）に広告を掲載することができます。

■大会ホームページバナー広告：220,000円
大会ホームページへバナー広告を掲載できます。掲載可能箇所は複数ございます。

■大会スクリーン広告：165,000円
講演の空き時間に休憩スペースや講演会場のスクリーンへPRスライド・動画を投影します。

■コングレスバッグ協賛：330,000円
会期当日に参加者へ配布するコングレスバッグへ貴社指定ロゴをプリントいたします。

■コングレスバッグ フライヤー同梱広告：110,000円
コングレスバッグにリーフレットを同梱して参加者へ配布します。

■ネックストラップ協賛：1,650,000円
会期当日に参加者が身につけるネックストラップへ貴社指定ロゴをプリントいたします。

■展示会：Aタイプ 275,000円 Bタイプ 11,000～33,000円 Cタイプ 110,000円
展示会はポスター発表会場と同じ会場にて実施します。Bタイプにおいてはお申込内容により
小会場での展示となります。
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次のプラチナ、ゴールド、シルバーの各スポンサーシップを募集いたします。

○スポンサーシップ申込締切：2023年3月15日(水)
※上記締切日にテーマや座長、演者も決定した上でお申し込みください。セッション情報が未決定でのお申し込みは受理できません。

Platinum－ プラチナスポンサーシップ
¥2,970,000（消費税込）

●プラチナスポンサーシップに含まれる内容 通常価格（円：税込）

1 ランチョンセミナー 1セミナー 日時・会場 最上位選択優先権付き 1,430,000～1,650,000

2 展示基礎小間（A） 5小間 小間位置 最上位選択権付き 1,375,000

3 バナー広告 1枠 220,000

4 大会参加証 5名分 懇親会参加権付き 192,500

5 幕間スライド 1枠 全講演会場・展示/ポスター会場 110,000

通常価格合計 3,327,500～3,547,500

Gold       － ゴールドスポンサーシップ
¥2,310,000（消費税込）

●ゴールドスポンサーシップに含まれる内容 通常価格（円：税込）

1 ランチョンセミナー 1セミナー 日時・会場 上位選択優先権付き 1,430,000～1,650,000

2 展示基礎小間（A） 2小間 小間位置 上位選択権付き 550,000

3 バナー広告 1枠 220,000

4 大会参加証 3名分 懇親会参加権付き 115,500

5 幕間スライド 1枠 全講演会場・展示/ポスター会場 110,000

通常価格合計 2,425,500～2,645,500

Silver       － シルバースポンサーシップ
¥1,980,000（消費税込）

●シルバースポンサーシップに含まれる内容 通常価格（円：税込）

1 ランチョンセミナー 1セミナー 日時・会場 選択優先権付き 1,430,000

2 展示基礎小間（A） 1小間 小間位置 選択権付き 275,000

3 バナー広告 1枠 220,000

4 大会参加証 2名分 懇親会参加権付き 77,000

5 幕間スライド 1枠 全講演会場・展示/ポスター会場 110,000

通常価格合計 2,112,000

パッケージスポンサーシップ募集要項①



パッケージスポンサーシップ募集要項②

パッケージスポンサーシップの各協賛内容の詳細は、該当協賛メニューそれぞれのページをご確認
ください。

○大会サイト： https://neuroscience2023.jnss.org/

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。
※正式申込後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。
詳細はキャンセルポリシーをご確認ください。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133

※各パッケージクラスでの選択優先権は、お申込み「先着順」とさせていただきます。

※ランチョンセミナーをwebセミナーでの開催をご希望の場合は運営事務局へご相談ください。

https://neuroscience2023.jnss.org/
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ランチョンセミナーは第46回日本神経科学大会との共催といたします。

○会場： 大会の各会場 または Zoomを用いたwebセミナー

○日時： 2023年8月1日(火) ～ 3日(木) 昼食時間帯を予定

○講演時間： 50分

○発表時の言語： 日本語/英語いずれでも可

○共催費：

ランチョンセミナー募集要項①

※消費税込み

開催日 時間（予定） 席数（予定） 共催費

8月1日(火) 11:55 ～ 12:45
300 ～ 480 席 1,650,000円

180 ～ 240 席 1,430,000円

8月2日(水) 11:55 ～ 12:45
300 ～ 480 席 1,650,000円

180 ～ 240 席 1,430,000円

8月3日(木) 11:55 ～ 12:45
300 ～ 480 席 1,650,000円

180 ～ 240 席 1,430,000円

1日あたり3～6社程度の並行開催となります。申込数に応じて変更する場合があります。
開催日、開催会場の決定は申込書の開催希望欄を参考の上、組織委員会で決定します。
ご了承ください。
※プログラムの都合により、時間帯が変更となる可能性があります。
※ランチョンセミナーをwebセミナーのみで開催を希望する場合は協賛担当へご相談ください。
※webセミナーのみでの実施の場合、共催費は143万円（税込）となります。

●オプション：現地+webライブ配信
大会の各会場に加え、web上でのライブ配信を希望する場合は、
上記共催費+550,000円（税込）で実施することができます。



ランチョンセミナー募集要項②

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。
※正式申込後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。
詳細はキャンセルポリシーをご確認ください。

○申込締切： 事前予約あり 2023年 3月15日(水)
※上記締切日にテーマや座長、演者も決定した上でお申し込みください。
セッション情報が未決定でのお申し込みは受理できません。

○支払方法： お申込み後、請求書を発行します。請求書に記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。
※振込手数料は貴社にてご負担ください。

○情報公開について：拠出いただきましたランチョンセミナー共催費について各社が公表すること
に同意いたします。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133

○備考
●講演会場設備について
大会で用意しております標準的な講演設備（プロジェクター、スクリーン等の映写機材や
マイク等の音響機材）、映像・音響・照明担当の各係員は開催費に含まれております。
また、講演を聴講することの出来る大会参加証を2枚お渡しいたします。
その他、ビデオ撮影やテープ録音等の機材などを用意する場合は別途費用となります。
事務局までお問い合わせください。

●プログラム編成
プログラムの編成は、実行委員会にて決定し、事務局よりセミナー共催者へご連絡いたします。

●ランチョンセミナー共催費に下記の費用は含まれておりません。
会期終了後に運営事務局（株式会社エー・イー企画）より実費ご請求させていただきます。

・参加者用の昼食（ドリンク・お茶等付） ※Webセミナーの場合、弁当手配は不要です。
時間帯が昼食時に当たりますので、昼食のご用意をお願いいたします。
お弁当類とドリンクのセット：単価1,500円程度を予定。
数量はセミナー共催者にお決めいただきます。
昼食の発注は、申込締切日以降にセミナー共催者へ発注数の確認連絡を行い、運営事務局から
一括発注いたします。



ランチョンセミナー募集要項③

・オプション
①人件費：運営スタッフ(アナウンス係、進行計時係、資料・弁当配付係、誘導係等）
※大会運営スタッフとは別途依頼発注となります。

②講師、座長への謝礼、交通費
③看板・表示物：会場前表示看板等
④追加機材：収録機材（録音・録画）、同時通訳、控室機材等
⑤控室：部屋代、飲食費
⑥業務運営費
※上記オプションに申し込まれた場合には、オプション費用の合計額に手数料10%を併せて

ご請求いたします。

●本大会のランチョンセミナーは大会参加登録者が整理券を大会ホームページから予約できる、
ランチョンセミナー整理券事前予約システムを使用する予定です。各セミナーの予約者の情報は、
セミナー共催者に提供します。詳細なスケジュール、手続きについては申込後、担当者より
ご案内いたします。

〇取得個人情報とシステムご利用についてのご注意
本予約システムのご利用と取得された個人情報について下記条項をご確認いただき、
申込フォームのチェック欄にご記入いただけますようお願い申し上げます。

①取得した個人情報についての転売はしない。
②取得した個人情報はご本人の同意を得ていない限り自社内のみの利用とする。
③情報提供及び連絡等について個人が拒否をした場合、その個人情報の利用を取りやめる。
④取得した個人情報の流失、漏えいに対して個人情報管理者を置き適切な予防策を講じる。
⑤明らかに誤りとわかる個人情報を何らかの形で入手した場合は、その利用をせず削除する。
⑥その他個人情報保護法に準じた適切な措置を講じる。



第46回日本神経科学大会

各種広告

プログラム集広告
大会ホームページバナー広告

大会スクリーン広告
コングレスバッグ協賛

コングレスバッグ フライヤー同梱広告
ネックストラップ協賛



各種広告①

■ポケットプログラム集広告
○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会 ポケットプログラム集

○判型・印刷方法：B5判（天地 257mm × 左右 182mm）、40ページ想定
印刷：オフセット印刷 表紙 4C/本文 1C、製本：無線綴じ

○発行部数： 2,700部

○配布対象： 大会参加者

○発行予算： 1,100,000円

○広告掲載費： 後付掲載面の割付は主催者に一任いただきます。

掲載面 サイズ 印刷色数 掲載費 募集予定数

表4（裏表紙） B5 1ページ
カラー（4色印

刷）
275,000円 1枠

表2（表紙のウラ） B5 1ページ 白黒（1色印刷） 165,000円 1枠

表3（裏表紙のウ
ラ）

B5 1ページ 白黒（1色印刷） 132,000円 1枠

後付 1ページ B5 1ページ 白黒（1色印刷） 88,000円
最大10枠程

度

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○申込締切： 2023年4月28日(金)

○原稿締切： 2023年5月10日(水)

○広告サイズ： 天地 225mm × 左右 150mm

○入稿形態： 完全データ入稿（校正紙や出力見本を添付してください）
●データ入稿形式：①Adobe Illustrator

FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。使用したOS
とillustratorのバージョンをご明記ください。入稿後は添付いただく校
正紙との比較確認を印刷担当会社が行いますので、色校正は提出いたし
ません。予めご了承ください。

②PDF FILE
FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。MS-Word、
MS-PowerPointを利用してのPDF保存の場合は必ず使用ソフトを明記し

てください。データを受理できない場合もございます。ご了承ください。

○入稿方法： 入稿データをe-mail添付にて運営事務局協賛担当までお送りください。

○支払方法： プログラム集発行後に、請求書を広告掲載誌と同時期に発送しますので、
請求書に記載する振込口座へ期日までにお振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

※消費税込み



各種広告②

■大会ホームページバナー広告

○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会ホームページ

○媒体形態： バナー広告

○URL： https://neuroscience2023.jnss.org/
2022年7月OPEN

○募集数： 10枠（予定）

○表示方法： 大会サイト上部、全ページに表示されます。
プログラム検索ページ、プログラム掲載ページへの掲載も選択可能です。
詳細は協賛担当へお問い合わせください。
※ランダム表示 - ホームページ訪問時のclick タイミング表示です。

○広告掲載費： 220,000円（消費税込み）/枠

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○掲載期間： 2022年7月のOPEN後から随時受付。会期後1か月後までの掲載を保証。

○広告サイズ： 天地 80px × 左右 228px

○入稿形態： GIF（アニメーションGIF、無限ループ可）、JPEG、PNGなどの画像形式

○入稿方法： 入稿データをe-mail添付にて運営事務局協賛担当までお送りください。
併せてリンク先URLをe-mail内にご記載ください。

○支払方法： バナー広告は入稿後、7営業日程度で大会ホームページへ掲載します。掲載後、
請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までにお振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133

https://neuroscience2023.jnss.org/


各種広告③

■大会スクリーン広告

○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会 会場スクリーン

○媒体形態： スクリーン広告

○募集内容： 講演の空き時間に休憩スペースや講演会場スクリーンへ
PRスライド・動画を投影します。

○募集数： 10枠（予定）

○表示方法： 1枠あたり20秒までのループ表示

○広告掲載費： 165,000円（消費税込み）/枠

○申込締切： 2023年6月15日(木)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○掲載期間： 2022年7月のOPEN後から随時受付。会期後1か月後までの掲載を保証。

○広告サイズ： 天地 80px × 左右 228px

○入稿形態： Microsoft PowerPoint （解像度XGA、アスペクト比4:3）

○入稿方法： 入稿データをe-mail添付にて運営事務局協賛担当までお送りください。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



各種広告④

■コングレスバッグ協賛

○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会 コングレスバッグ

○媒体形態： コングレスバッグ広告

○募集内容： 参加者へ配布するコングレスバッグへ貴社指定ロゴをプリントいたします。

○募集数： 2枠

○広告掲載費： 330,000円（消費税込み）/枠

○申込締切： 2023年5月15日(月)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○入稿形態： Illustrator 完全データ

○入稿方法： 入稿データをe-mail添付にて運営事務局協賛担当までお送りください。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



各種広告⑤

■コングレスバッグ フライヤー同梱広告

○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会 コングレスバッグ フライヤー同梱

○媒体形態： リーフレット

○募集内容： コングレスバッグにリーフレットを同梱して参加者へ配布します。

○募集数： 5枠（1社あたり1枠のみ）

○広告掲載費： 110,000円（消費税込み）/枠

○申込締切： 2023年6月15日(水)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○リーフレットサイズ：A4サイズ 1枚、両面・片面印刷およびカラー・白黒は制限しません。

○提出方法： リーフレット3000部印刷したものを指定住所までお送りください。
送付先については協賛担当より後日ご案内します。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



各種広告⑥

■ネックストラップ協賛

○広告媒体名： 第46回日本神経科学大会 ネックストラップ

○媒体形態： ネックストラップ広告

○募集内容： 参加者が身につけるネックストラップへ貴社指定ロゴをプリントいたします。

○募集数： 1枠

○広告掲載費： 1,650,000円（消費税込み）

○申込締切： 2023年5月15日(月)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○入稿形態： Illustrator 完全データ

○入稿方法： 入稿データをe-mail添付にて運営事務局協賛担当までお送りください。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



第46回日本神経科学大会

オンデマンド配信



オンデマンド配信

■オンデマンド配信

○募集内容： 大会タイムテーブルや要旨閲覧、web聴講の各講演入口となる学術大会システ
ム「Confit」内で、貴社セミナーをオンデマンド配信することができ、
youtubeなどをリンクすることができます。
※録画の配信となり、ライブ配信は実施いただけません。

○配信期間： 2023年7月25日(火)～8月31日(木) 予定

○募集対象： 医療・ライフサイエンスの研究等に必須の機器類、試薬類、ディスポーザブル
製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託
解析等のサービス類、大学や研究施設等の紹介・募集、その他研究に携わる
サービス類、関連書籍等の出展や翻訳サービスを募集対象といたします。
募集対象外の商品やサービスはお断りしております。

○協賛費： 550,000円（消費税込み）/枠

○申込締切： 2023年5月31日(水)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



第46回日本神経科学大会

展示会



展示会①

■附設展示会

○展示会 会期： 2023年 7月31日(月) 14:00 ～ 17:00（搬入）
8月1日(火) 9:00 ～ 17:00
8月2日(水) 9:00 ～ 17:00
8月3日(木) 9:00 ～ 17:00（搬出 17:00～）

※搬入・搬出の日程は変更となる場合がございます。会期約1か月までにご案
内する「出展マニュアル」に詳細を記載しますので、必ずご確認ください。

○展示会 会場： 仙台国際センター 展示室、会議室1+2

○募集対象： 医療・ライフサイエンスの研究等に必須の機器類、試薬類、ディスポーザブル
製品類、ソフトウェア・データベース等を含むコンピュータシステム類、受託
解析等のサービス類、大学や研究施設等の紹介・募集、その他研究に携わる
サービス類、関連書籍等の出展や翻訳サービスを募集対象といたします。
募集対象外の商品やサービスはお断りしております。

○募集小間数： 100小間

○申込締切： 2023年4月28日(金)

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。
お申込内容の送信後に、入力完了メールをご確認ください(1)。その後、別途
展示会事務局よりお申込受理の回答メールをお送りいたします(2)。上記の
(1),(2)をもってお申込手続きの完了とさせていただきます。なお、募集対象以
外からのお申込は検討後の回答となりますことをあらかじめご了承ください。
ご不明点がありましたら、下記の問合せ先までe-mailにてご連絡ください。

○支払方法： 会期前に請求書を発行しますので、記載する振込口座へ期日までに
お振込みください。
※請求書到着後、何らかの事情で振込期日までに振込が間に合わない場合、
必ず事務局へご連絡ください。ご連絡がなく振込がない場合は、開催当日、
展示会場に小間のご用意が出来ない上、キャンセルポリシーに基づき解約料
金をお支払いただきます。ご了承ください。
キャンセルポリシーは該当ページをご確認ください。

○情報公開： 拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することに同意します。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail：e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133



展示会②

○小間の割当： 申し込み締切後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割り
した後「出展マニュアル」にて出展者へ通知いたします。出展者説明会は行い
ませんので、ご了承ください。
※グループ会社間や協力・協同会社間で、小間を隣接させたい等のご希望があ
る場合、申込時、申込フォームの「備考欄」に記載いただくなど、申込締切
日までに事務局へご連絡ください。

○出品台の有無： 基礎小間には既設の出品台を付属しておりますが、既設出品台が不要な場合、
申込フォームの「出品台の有無」欄に不要な小間数分（出品台数分）をご記入
ください。また、基礎小間を利用せず、自社にて特別装飾を施す予定がある場
合には「自社にて特別装飾を予定」欄にチェックを入れてください。

○出品物の管理： 各出品物管理は出展者が責任を持つものとし、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。

○その他： 開催当日の自社小間前以外（展示会場や講演会場となる建物内外）で、チラ
シ・カタログ・試供品などを配布することは禁止といたします。多くの出展者
が参加されますので、ご協力ください。ただし、実行委員会で決定した場合は
除きます。

○協賛費の利用： 展示会協賛費の一部は展示会場で開催するスタンプラリー等の経費（景品等）
に使用いたします。抽選会では景品のご協賛もお待ちしております。ご興味が
ございましたら、協賛担当までご連絡ください。



展示会③

○小間タイプと小間料金

◆Aタイプ 小間料金：275,000円（税込）/小間

○募集対象
医療・ライフサイエンスの研究等に必須の機器類、試薬類、
ディスポーザブル製品類、ソフトウェア・データベース等
を含むコンピュータシステム類、受託解析等のサービス類
を扱う企業/団体が対象となります。

○小間サイズ：W1,980×D1,980×H2,500（mm）

○セット内容：出品台（W1,800×D900×H約720（mm）、
白布付き）、社名板、蛍光灯（FL40W）、イス1脚（複数
小間申込みの場合は異なります）

○基礎小間製作仕様は、システムパネルとなります。壁面
への画鋲や釘類でのパネル・ポスター等の貼付はできませ
ん。

○展示説明員の名札は1小間につき4枚配布いたします。

○大会プログラムを聴講可能な参加証を1枚配布いたします。

◆Bタイプ 小間料金：33,000円（税込）/小間

○募集対象
関連書籍等を扱う、出版社。翻訳サービス等の企業/団体が対象となり
ます。

○小間サイズ：W1,800×D600（mm） （白布つき）

○セット内容：出品台（テーブル：W1,800×D600（mm））、
イス1脚、社名板

○展示説明員の名札は1小間につき4枚配布いたします。



展示会④

◆Cタイプ 小間料金：110,000円（税込）/小間
※小間の仕様はAタイプと同様になりますが、募集対象が異なります。

○募集対象
アカデミア関係機関を対象とし、大学や公的機関等が該当
します。

○小間サイズ：W1,980×D1,980×H2,500（mm）

○セット内容：出品台（W1,800×D900×H約720（mm）、
白布付き）、社名板、蛍光灯（FL40W）、イス1脚（複数
小間申込みの場合は異なります）

○基礎小間製作仕様は、システムパネルとなります。壁面
への画鋲や釘類でのパネル・ポスター等の貼付はできませ
ん。

○展示説明員の名札は1小間につき4枚配布いたします。

○大会プログラムを聴講可能な参加証を1枚配布いたします。

※A～Cタイプにおいて電力をご利用の場合は、別途お申込みが必要です。

電力（100V）を使用の場合は、電動仮設工事費および消費電力料金は出展者の負担になります。

料金は以下のとおりです。
500Wまで 33,000円（税込）
501W以上1KWまで 38,500円（税込）

コンセントは、1KWごとに１個（２口）付属いたします。また、コンセント数の増設や要アースの場合
などは、別途費用がかかります。
※1KW以上使用の場合は、1KW増すごとに16,500円（税込）を加算させていただきます。
※200V（単相・三相）を使用の場合は、別途仮設となり100Vより割高になります。ご了承ください。

電力を必要とする場合、オンライン出展申込時にあわせてお申込みください。



展示会⑤

◆Dタイプ（web展示会） 小間料金：165,000円（税込）/小間

○募集対象
医療・ライフサイエンスの研究等に必須の機器類、試薬類、
ディスポーザブル製品類、ソフトウェア・データベース等を含
むコンピュータシステム類、受託解析等のサービス類を扱う企
業/団体が対象となります。

○システム：学術大会システム「 Confit」を使用します。

○掲載可能情報（日・英、各1ページ）
・企業情報、製品紹介など：テキスト、画像、動画
・貴社連絡先、貴ホームページURLなど

○入稿形式
・動画：YoutubeなどのURL
・画像：jpg、png、gifなどの画像ファイル形式

○申込締切：2023年4月28日（金）

○出展イメージ



第46回日本神経科学大会

寄付金募集要項



寄付金

■寄付金募集要項

○寄付金の名称： 第46回日本神経科学大会

○募集期間： 2022年7月4日(月)～2023年8月4日(金)

○寄付金の用途： 2023年8月1日(火)～4日(金)、仙台国際センターにて開催される第46回日本神
経科学大会の準備運営および関連諸行事等の費用に充当させていただきます。

○申込方法： 大会webサイト内協賛案内ページのオンラインフォームをご利用ください。
入金が確認され次第、領収書を発行いたします。

○振込先： 銀行名：三菱UFJ銀行 神保町支店 (013)
口座番号：普通預金 1482925
口座名：NEUROSCIENCE2023 大会長 小林 和人
ヨミガナ：ニユーロサイエンスニセンニジユウサン コバヤシ カズト
※ヨミガナには「タイカイチヨウ（大会長）」は含まれません。

○税法上の取扱： 免税措置はありません。

○情報公開： 貴社が定める「企業活動と関連団体の関係の透明性ガイドライン・指針」にし
たがい、寄付金額と支払先を貴社webサイト等で公開することに同意します。

○備考： プログラム集（2023年4月28日(金)までのお申込みに限ります）
および大会webサイトに寄付申込者の社名等を掲載いたします。

○問い合わせ先： 第46回日本神経科学大会 運営事務局（株式会社エー・イー企画）
協賛担当
E-mail： e-jns2023@aeplan.co.jp
Tel：080-4137-9133


