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開催概要 

 

会議の名称 

英文名  The 7th International Conference on Food Factors (ICoFF2019) 

The 9th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2019) 

   The 12th International Conference and Exhibition on 

 cutraceuticals and Functional Foods (IScFF2019) 

和文名  第 7 回国際フードファクター会議(ICoFF2019) 

 第 9 回ポリフェノールと健康国際会議(ICPH2019) 

 第 12 回国際機能性食品学会(IScFF2019) 

主 催    ICoFF2019／ICPH2019／IScFF2019 合同開催組織委員会 

共 催    日本フードファクター学会（JSoFF） 

会 期    ICPH 2019                 2019 年 11 月 28 日（木）～12 月 1 日（日） 

         ICoFF2019／IScFF2019  2019 年 12 月 1 日（日）～12 月 5 日（木） 

開催場所   神戸国際会議場  〒650-0046  神戸市中央区港島中町 6-9-1   TEL：078-302-5200 

 神戸国際展示場  〒650-0046  神戸市中央区港島中町 6-11-1  TEL：078-302-1020 

 神戸ポートピアホテル  〒650-0046  神戸市中央区港島中町 6-10-1  TEL：078-302-1111 

 

後援（予定）  フードサイエンス・フォーラム(FSF)、日本味と匂学会、日本アミノ酸学会、日本栄養改善学会、 

 日本栄養・食糧学会、日本カテキン学会、日本がん予防学会、日本機能性食品医用学会、 

 日本香辛料研究会、日本酸化ストレス学会、日本時間生物学会、日本生薬学会、 

 日本食品科学工学会、日本食品免疫学会、日本スポーツ栄養学会、日本生化学会、 

 日本生物工学会、日本調理科学会、日本糖尿病学会、日本農芸化学会、 

 日本ビタミン学会、日本ビフィズス菌センター（腸内細菌学会）、日本肥満学会、 

 日本フードファクター学会、日本分子生物学会、日本ペプチド学会、 

 日本ポリフェノール学会、日本薬学会、日本薬理学会、日本臨床栄養学会、 

 日本レチノイド研究会、Royal Society of Chemistry、和漢医薬学会 

使用言語 英語 

参加予定国・地域 

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、チェコ、デンマーク、 

フィンランド、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、イタリア、日本、マケドニア、マレーシア、モンゴル、 

ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、韓国、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、 

スペイン、スイス、台湾、タイ、トルコ、イギリス、アメリカ 等 

 

参加予定者数 

 

 

 

公式サイト  ICoFF2019／IScFF2019   http://icoff2019.umin.jp/ 

  ICPH2019               http://icph2019.umin.jp/ 

  

ICoFF2019／IScFF2019 

海外参加者数： 500 名 

国内参加者数:1,000 名 

合 計：1,500 名 

ICPH2019            

海外参加者数：200 名 

国内参加者数：500 名 

合 計：700 名 



プログラム 
 

 
 

主なテーマ： 

〈ICoFF／IScFF〉 

全体テーマ 

（英文）Food Factor Science from Molecular to Human Studies 

（和文）食品因子の科学〜分子から臨床まで〜 

分科会テーマ 

Sources and Products (原料と製品) 

・Washoku-Traditional Japanese Cuisine（和食、日本の伝統食） 

・Fermented Foods and Beverages（発酵食品・飲料） 

・Fruits and Vegetables（果実類・野菜類） 

・Herbs and Spices（ハーブ・スパイス） 

・Marine Products（海産物） 

・Tea, Coffee and Cocoa（茶・コーヒー・カカオ） 

・Soy and Legumes（大豆と豆類） 

・Others（その他） 

 

Food Factors（食品因子） 

・Human Studies of Functional Food Factors（機能性食品因子の臨床試験） 

・Bioactive Amino Acids and Peptides（生理活性アミノ酸・ペプチド） 

・Functional Carbohydrates（機能性炭水化物） 

・Functional Lipids（機能性脂質） 

・catural Pigments, Carotenoids and Xanthophylls（天然色素とカロテノイド・キサントフィル） 

  

月日

昼食

12/5(木)

11/30(土)

基調講演 シンポジウム

ICoFF2019
ISNFF2019

12/2(月)

12/4(水)

基調講演

ポスター掲示

ポスター掲示

12/1(日)

12/3(火)

展示会場撤収/設営搬入(入替ブースのみ対象)展示

展示

展示

基調講演 シンポジウム
閉会式
(ICPH)

キーノートセッション 開会式
(ICoFF/ISNFF)

ポスター
セッション

ポスター
セッション

Kobe Night
　(招待講演者

交流会)

昼食 シンポジウム

ポスター掲示

ポスター掲示

基調講演 シンポジウム
ランチョン
セミナー

ポスター掲示

展示

基調講演 シンポジウム
ランチョン
セミナー

シンポジウム

シンポジウム

ウェルカムレセプション
(ICoFF/ISNFF)

午前 午後 夕方

ICPH2019

11/28(木)

開会式(ICPH)
オープニング
レクチャー

展示会場設営搬入

昼食 シンポジウム

展示

展示11/29(金)

基調講演 シンポジウム

基調講演 シンポジウム 閉会式
(ICoFF/ISNFF)

シンポジウム
ランチョン
セミナー

シンポジウム

ポスター
セッション

バンケット
(ICoFF/ISNFF)

会議名

ポスター
セッション

ポスター
セッション

バンケット
(ICPH)

ウェルカムレセプション
(ICPH)



 

・Polyphenols: Molecular Mechanisms, Absorption, Bioavailability and Metabolism 

（ポリフェノール：分子メカニズム、吸収、生体利用性、代謝） 

・Sulfur Compounds（含硫化合物） 

・Probiotics and Prebiotics（プロバイオティクス・プレバイオティクス） 

・Vitamins（ビタミン） 

・Minerals（ミネラル）  

・Others（その他） 

 

Functions and Mechanisms（機能性と作用機序） 

・Gastrointestinal Health and Diseases（消化器系疾患と健康） 

・Anti-Inflammation（抗炎症作用） 

・Allergy and Immune Modulation（アレルギーと免疫調節） 

・Metabolic Syndrome, Obesity and Diabetes（メタボリックシンドローム・肥満・糖尿病） 

・Cardiovascular Health（心血管系の健康） 

・Bone Health（骨の健康） 

・Skin Health（皮膚の健康） 

・Brain Health（脳の健康） 

・Muscle Atrophy and Locomotive Syndrome（筋萎縮とロコモティブシンドローム） 

・Cancer Chemoprevention（がんの化学予防） 

・cutritional Regulation of Epigenetics（栄養によるエピジェネティック調節） 

・Antioxidant and Redox Regulation（抗酸化物質とレドックス調節） 

・Molecular Targets of Food Factors（食品因子の分子標的） 

・Chronobiology and cutrition/Food（時間生物学と栄養・食品） 

・Exosome and microRcA（エクソソームとマイクロRcA） 

・Autophagy（オートファジー） 

・Hormesis（ホルミシス） 

・Others（その他） 

 

Others（その他） 

・Analytical Methods and Omics Technologies（分析法とオミクス解析） 

・Biomarkers（バイオマーカー） 

・Epidemiology（疫学） 

・Taste and Olfaction（味覚と嗅覚） 

・R&D of Functional Foods and cutraceuticals（機能性食品とニュートラシューティカルの研究開発） 

 

 

〈ICPH〉 

全体テーマ 

（英文）Basic and Human Studies to Reach Our Goal 

（和文）基礎研究と臨床研究〜ポリフェノール研究の目指すもの〜 

 

分科会テーマ 

・Bioavailability and Metabolism（生体利用性と代謝） 

・Biomarkers: Analytical Methods and Usability（バイオマーカー：分析法と有用性） 

・Molecular Targets（分子標的） 

・Target Tissues, Brain-gut-axis and Microflora（標的組織、脳腸相関、腸内細菌） 

・Disease Prevention: Aging, Cardiovascular Disease, Metabolic Syndrome, Obesity, Diabetes etc. 

（疾病予防: 老化、心血管疾患、メタボリック症候群、肥満、糖尿病等） 

・Health Promotion（健康増進） 

・Sports and Athletic Performance（スポーツと運動能力） 

・Polyphenols in Japanese and Asian Foods（日本食及びアジア食におけるポリフェノール） 

・Learning from con-polyphenol Compounds（ポリフェノール以外の物質から学ぶこと） 

  



協賛パッケージプランのご案内 

下記の4つのスポンサーシップのパッケージプランを設定しております。 

スポンサー区分 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

ご協賛費用 ¥5,000,000 ¥3,000,000 ¥2,000,000 ¥1,000,000 

スポンサードシンポジ

ウム 開催選択権 

● 

（ICoFF/ISNFF1 回、

ICPH1 回） 

● 

（ICoFF/ISNFF また

は ICPH のいずれか

を選択） 

● 

（スポンサードシン

ポジウムまたはラン

チョンセミナーのい

ずれか 1回選択） 

- 

ランチョンセミナー 

開催選択権 

● 

（1回） 

● 

（1回） 

ランチョン 

セミナー（1 回） 

または 

展示 1 小間分 

（ICoFF/ISNFF または

ICPH のいずれかを選

択） 

展示スペース 

利用選択権 

最大 3小間分 

 （全期間） 

最大 3小間分 

（全期間） 

最大 2小間分 

（全期間） 

プログラムへの広告掲

載（英語版後付白黒 1

頁） 

2誌 

（ICoFF/ISNFF1 頁、 

ICPH1 頁） 

2誌 

（ICoFF/ISNFF1 頁、 

ICPH1 頁） 

2誌 

（ICoFF/ISNFF1、頁 

ICPH1 頁） 

1 誌 

（ICoFF/ISNFF または

ICPH のいずれか 1 誌

選択） 

会場内及びプログラム

ブックに企業名・ロゴ

を各区分のスポンサー

として掲載 

● ● ● 

● 

（ICoFF/ISNFF または

ICPH のいずれかを選

択） 

会議ウェブサイトに企

業名・ロゴを各区分の

スポンサーとして掲載

し、企業HP をリンク 

● ● ● 

● 

（ICoFF/ISNFF または

ICPH のいずれかを選

択） 

コングレスバッグへの

販促物封入権 
● ● ● - 

会議へのご招待 

ICoFF/ISNFF、ICPH 

最大 10 名分 

（社名記載） 

ICoFF/ISNFF、ICPH 

最大 5 名分 

（社名記載） 

ICoFF/ISNFF または

ICPH 最大 2 名分 

（社名記載） 

ICoFF/ISNFF または

ICPH 最大 1 名分 

（社名記載） 

スポンサーPR 権 ● ● ● ● 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

  オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL http://icoff2019.umin.jp/】 

 申込締切日：2019年4月30日（火） 
■ スポンサーシップのお支払い 

  スポンサーシップパッケージプランに関する請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行： 三井住友銀行 六甲支店（店番：421） 

普通 4556162 

ICoFF-ICPH2019組織委員会 組織委員長 芦田 均 

（アイコフアイシーピーエイチニセンジュウキュウソシキイインカイ 

ソシキイインチョウ アシダヒトシ） 

■ お申込後のお取消し 

  お申込後のお取消しは、お受け付けできかねますので、ご留意ください。 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

ICoFF2019/ IScFF2019/ ICPH2019 運営事務局 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階 

  株式会社JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

  TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804 E-mail：icoff-icph2019@jtbcom.co.jp 



スポンサードシンポジウム／セッションスポンサーシップ 募集要項 
 

■ 開催概要 

 （1）参 加 人 数 ICPH2019：700名、ICoFF2019／IScFF2019：1,500 名 

 （2）開 催 場 所 神戸国際会議場 

 （3）開 催 日 時  2019年 11月 29日（金）～2019年 12月 5日（木）の各日 

 （4）依 頼 社 数 約 100社 

 （5）会 場 形 式と費 用（消費税込） 

募集枠 席数 共催費 
ICPH2019 ICoFF2019／IScFF2019 

11/29（金）～12/1（日） 12/2（月）～12/5（木） 

スポンサード 

シンポジウム 

(90分) 

692席 ¥1,000,000 
○ 

○ 
360席 ¥800,000 

200席 
¥600,000 － 

150席 

スポンサードシンポジウムは、御社にて主催のセッションになります。 

シンポジウムの内容、座長および演者の選出についても貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が重複して 

いる場合は、プログラム委員会より調整をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。 

 

募集枠 席数 共催費 
ICPH2019 ICoFF2019／IScFF2019 

11/29（金）～12/1（日） 12/2（月）～12/5（木） 

セッション 

スポンサーシップ 

(90分又は 120分) 

692席 

¥1,000,000 ○ ○ 
360席 

200席 

150席 

セッションスポンサーシップは、セッション（トピックス）をお選びいただき、共催をしていただきます。 

お申込み時に、ご希望のキーワードをご入力ください。  

 
※最終的な開催日・時間は、主催者にご一任ください。 
※会場席数は予定です。仕様により席数は若干増減することがございます。ご了承ください。 

 

■ 共催費に含まれるもの（下表〇印） 

項目 スポンサードシンポジウム セッションスポンサーシップ 

会場使用料 〇 〇 

基本機材使用料（注１） 〇 〇 

該当学会（ICoFF／IScFFまたは

ICPH）の参加証（社名記載） 
〇（3名分） × 

プログラム集掲載費（企業名・テーマ・

座長・演者名） 
〇 〇 

運営スタッフ（進行係、照明係、PC オ

ペレーター） 
〇 〇 

接遇費 

（演者・座長の交通費[渡航費含む]、謝

金、宿泊費等） 

× 

（貴社規定による） 

〇 

（学会規定による） 

看板、チラシ等制作費用 × × 

控室利用料、控室での機材・飲食費等 × × 

注１基本機材使用料に含まれるもの 

   ①映像機材：液晶プロジェクター1面投影（機材、スクリーン、オペレーター等一式）、 

 液晶モニター2台（座長・演者） 

   ②音響機材：座長席･演者席のマイク各 1本、質疑応答用フロアマイク 

   ③備 品：卓上ライト、レーザーポインター、USB キーボード・マウス 

※各社にて作成されたチラシ等は、総合受付の付近にデスクをご用意いたしますので、各社にて設置ください。 



※共催費に含まれない備品などに関する手配のご発注は、開催 1～2 ヶ月前頃に送付予定の「飲食・機材発注システ

ム」にてお伺いします。 

※控室の機材等は、PC 以外原則お持込をお断りしております。ご発注は、飲食・機材発注システムにてお伺いします。 

 

■ シンポジウム枠決定・注意事項 

 （1）会場と開催日時の割り振りの最終決定につきましては、主催者にご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無くシンポジウム枠の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申込社同士に 

おいて交換することはできません。 

 

■ 座長・演者・講演内容（スポンサードシンポジウムのみ） 

座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任いたします。ま

たシンポジウムの内容や座長および演者の選出についても貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が重

複している場合は、プログラム委員会より調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 

■ 当日運営の詳細 

  映像機材・控室等の追加手配の詳細につきましては、学会1～2ヶ月前頃にご案内申し上げます。 

また、追加手配にかかる費用につきましては、運営事務局より手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承く 

ださい。 

 

■ お申し込み後のスケジュール(予定) 

  ・開催日時、会場の最終決定（決定後、ご案内させていただきます。）  2019年5月中旬 

  ・座長および演者、演題調整、プログラム内容の確認          2019年7月上旬 

  ・演者抄録提出締切                      2019年8月下旬 

  ・当日手配関係のご案内                       2019年10月初旬 

  ・当日手配関係締切                         2019年11月初旬 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

  オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL http://icoff2019.umin.jp/】 

 申込締切日：2019年4月30日（火） 
 

■ お申込後のお取消し 

  お申込後のお取消しは、お受け付けできかねますので、ご留意ください。 

 

■ 共催費のお支払い 

  共催費用の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行： 三井住友銀行 六甲支店（店番：421） 

普通 4556162 

ICoFF-ICPH2019組織委員会 組織委員長 芦田 均 

（アイコフアイシーピーエイチニセンジュウキュウソシキイインカイ 

ソシキイインチョウ アシダヒトシ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

ICoFF2019/ IScFF2019/ ICPH2019 運営事務局 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階 

  株式会社JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

  TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804 E-mail：icoff-icph2019@jtbcom.co.jp 

  



ランチョンセミナー 募集要項 
 

■ 開催概要 

 （1）参 加 人 数 ICoFF2019／IScFF2019：1,500 名 

 （2）開 催 場 所 神戸国際会議場 

 （3）開 催 日 時 ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー：2019年12月2日（月）～2019年12月4日（水）の各日60分  

 （4）依 頼 社 数 約 100社 

 （5）会 場 形 式と費 用（消費税込） 

募集枠 席数 共催費 
ICPH2019 ICoFF2019 / IScFF2019 

11/29(金)～12/1(日) 12/2（月） 12/3（火） 12/4（水） 

ランチョン 

セミナー 

(60分) 

692席 ¥700,000 

 

LM2（1） LM3（1） LM4（1） 

360席 ¥700,000 LA2（1） LA3（1） LA4（1） 

200席 ¥500,000 LB2（3） LB3（3） LB4（3） 

150席 ¥400,000 LC2（1） LC3（1） LC4（1） 

 
※最終的な開催日は、主催者にご一任ください。 
※（ ）内の数字はセミナー募集枠数です。表中のLはランチョンセミナー、次のM/A/B/Cは会場規模、最後の数字

は開催日（12月○日）を示しています。 

※会場席数は予定です。仕様により席数は若干増減することがございます。ご了承ください。 

 

 

■ 共催費内訳 

 （1）会場使用料 

 （2）基本機材使用料（以下参照） 

   ①映像機材：液晶プロジェクター1面投影（機材、スクリーン、オペレーター等一式） 

   ②音響機材：座長席･演者席のマイク各 1本、質疑応答用フロアマイク 

   ③備 品：卓上ライト、レーザーポインター、USB キーボード・マウス、 

液晶モニター2台（座長・演者）、弁当配布テーブル 

 （3）プログラム集掲載費（企業名・テーマ・座長・演者名） 

 （4）共催費に含まれないもの 

   ①参加者食費：各セミナーとも貴社負担とし、日替わりにて同一金額といたします。 

手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 

お弁当代金：¥1,200 消費税別（予定） 

形式：弁当形式 

数量：各社希望数 

   ②運営ｽﾀｯﾌ：お弁当・資料配布係、アナウンス係 

   ③接 遇 費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金・宿泊費等（貴社規定による） 

   ④看板･チラシなど制作物費用：各社にて作成されたチラシ等は、総合受付の付近に 

デスクをご用意いたしますので、各社にて設置ください。 

   ⑤控 室 料 金：控室利用料および控室での飲食、機材等 

※共催費に含まれないお弁当、備品などに関する手配のご発注は、 

開催 1～2ヶ月前頃に送付予定の「飲食・機材発注システム」にてお伺いします。 

※控え室の機材等は、PC 以外原則お持込をお断りしております。 

ご発注は、同様に飲食・機材発注システムにてお伺いします。 

 

 

■ セミナー枠決定・注意事項 

 （1）会場と開催日の割り振りの最終決定につきましては、主催者にご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申込社同士に 

おいて交換することはできません。 

  



■ 座長・演者・講演内容 

座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任いたします。ま

たセミナーの内容や座長および演者の選出についても貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が重複し

ている場合は、プログラム委員会より調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 

■ 当日運営の詳細 

  映像機材・控室・座長講師飲食・参加者弁当等の追加手配の詳細につきましては、学会1～2ヶ月前頃にご案内申

し上げます。 

また、追加手配にかかる費用につきましては、運営事務局より手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承く 

ださい。 

 

■ お申し込み後のスケジュール(予定) 

  ・開催日時、会場の最終決定（決定後、ご案内させていただきます。）  2019年5月中旬 

  ・座長および演者、演題調整、プログラム内容の確認          2019年7月上旬 

  ・演者抄録提出締切                      2019年8月下旬 

  ・当日手配関係のご案内                       2019年10月初旬 

  ・当日手配関係締切                         2019年11月初旬 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

  オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL http://icoff2019.umin.jp/】 

 申込締切日：2019年4月30日（火） 
 

■ お申込後のお取消し 

  お申込後のお取消しは、お受け付けできかねますので、ご留意ください。 

 

■ 共催費のお支払い 

  共催費用の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行： 三井住友銀行 六甲支店（店番：421） 

普通 4556162 

ICoFF-ICPH2019組織委員会 組織委員長 芦田 均 

（アイコフアイシーピーエイチニセンジュウキュウソシキイインカイ 

ソシキイインチョウ アシダヒトシ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

ICoFF2019/ IScFF2019/ ICPH2019 運営事務局 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階 

  株式会社JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

  TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804 E-mail：icoff-icph2019@jtbcom.co.jp 

  



展示募集要項 

 

■ 展示日程（予定） ＊設営・搬出入・撤去時間は変更する場合がございます。 

日時 時間 ICPH2019 ICoFF2019/IScFF2019 

11/28（木） 
09:00～14:00 

14:00～17:00 

設営 

搬入 
－ 

11/29（金） 09:00～17:00 展示 － 

11/30（土） 09:00～17:00 展示 － 

12/1（日） 
09:00～12:00 

12:00～17:00 

展示 

搬出 

 

設営・搬入* 

12/2（月） 09:00～17:30 － 展示 

12/3（火） 09:00～17:30 － 展示 

12/4（水） 
09:00～15:30 

15:30～21:00 
－ 

展示 

搬出・撤去 

12/5（木） － － － 

* ICoFF2019／ISNFF2019のみ展示の場合 

 

■ 展示会場（予定）  神戸国際会議場 レセプションホール 

  

 

■ 展示小間仕様、料金（企業展示） 

 （1）企業展示料金：1小間：250,000円（消費税込） 

    ※出展期間は、ICPH2019のみ、ICoFF2019／ISNFF2019のみ、もしくは全日程を選択することが可能ですが、出展料

は一律です。 

 （2）小間仕様・イメージ図（1小間） 

 （3）小間数：46小間（予定）（お申し込み多数の際は、主催者に一任いただきます。）  

       

 

①1小間のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

②バックパネル（高さ2,400mm）とソデパネルを立てます。 

③パネルに社名板と蛍光灯（40W）設置します。 

社名版にロゴを指定される場合は、別途料金をお支払いいただきます。 

④展示台1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）とパイプ椅子1脚を用意します。 

⑤基本仕様の中で不要な物がございましたら、お申込み後にお知らせください。出展料金に変更はございません。 

⑥その他電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないものに関しましては、有料で別途手配可能です。 

改めて主催者よりご案内させていただきます。 

  



■ 小間の配置 

 （1）各社小間（スペース）の割り当ては、申込締め切り後に主催者で決定いたします。 

ご一任ください。 

（2）出展社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士におい

て交換することはできません。 

 （3）申込締め切り後、レイアウト等の兼ね合いから、申込スペースの調整をする場合もあります。 

    予めご了承ください。 

 

■ 当日運営の詳細 

追加手配の詳細につきましては、学会1～2ヶ月前頃に改めてご案内申し上げます。また、追加手配にかかる費用

につきましては、別途請求書を発行いたします。 

 

■ 補償 

出展社、及びその受託会社が、他社の小間、展示物、主催者の設備、および人身等に損害を与えた場合は、そ

の補償は各出展社が責任を負うものとします。万一、展示物の損害・減失・盗難等の被害が発生した場合も、

主催者は責任を負いかねますのでご注意ください。また、展示会場、及び出展申込み状況等の理由により、展

示規模や仕様の変更、または展示会の延期・中止における出展社への影響や発生する費用は、各出展社の責任

において対処いただきます。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

  オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL http://icoff2019.umin.jp/】 

  ※延長しました 申込締切日：2019年4月30日（火） ➡ 2019年9月30日（月） 

 
■ お申込後のお取消し  

  お申込後のお取消しは、お受け付けできかねますので、ご留意ください。 

 

■ 出展料のお支払い 

  出展料に関する請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行： 三井住友銀行 六甲支店（店番：421） 

普通 4556162 

ICoFF-ICPH2019組織委員会 組織委員長 芦田均 

（アイコフアイシーピーエイチニセンジュウキュウソシキイインカイ 

ソシキイインチョウ アシダヒトシ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

ICoFF2019/ IScFF2019/ ICPH2019 運営事務局 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階 

  株式会社JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

  TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804 E-mail：icoff-icph2019@jtbcom.co.jp 

 

＜展示に関するお申込み・お問い合せ先は、今後以下にお願いいたします＞ 

  ICoFF2019/IScFF2019/ICPH2019 展示会事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館4階 

株式会社エー・イー企画内 

TEL：03-3230-2744 FAX：03-3230-2479 E-mail：icoff-icph2019ex@aeplan.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

広告掲載募集要項 
 

■ 広告募集詳細 

 （1）媒 体 名  『ICPH2019プログラム集』『ICoFF2019・IScFF2019プログラム集』 

 （2）規格と部数 A5判・カラー 

 ICPH2019プログラム集1,000部、ICoFF2019・IScFF2019プログラム集 2,000部 

 （3）配布対象者 学会参加者および関係機関 

 （4）広 告 料 （消費税込） 

掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表 4（裏表紙） 1 頁 ¥200,000 縦 19cm×横 13cm程度・カラー可 学会毎に1社 

表 2（表紙の裏） 1 頁 ¥150,000 縦 19cm×横 13cm程度・カラー可 学会毎に1社 

表 3（裏表紙の裏） 1 頁 ¥100,000 縦 19cm×横 13cm程度・カラー可 学会毎に1社 

表 3対向 1 頁 ¥80,000 縦 19cm×横 13cm程度・白黒 学会毎に1社 

後付 1 頁  ¥60,000 縦 19cm×横 13cm程度・白黒 上限なし 

後付 1/2頁 ¥40,000 縦 9.5cm×横 13cm程度・白黒 上限なし 

 

■ 広告掲載頁決定・注意事項 

 （1）各広告掲載のページ割等は、申込締め切り後に主催者で決定いたします。ご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは、申込社同士に

おいて交換することはできません。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

 オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL http://icoff2019.umin.jp/】 

  申込締切日：2019年7月31日（水） 
 広告版下締切日：2019年10月18日（金）必着 

 

  ※印刷原稿はイラストレーターなどのデータにて、下記の運営事務局まで、宅配便または郵便にて 

ご送付ください（当方では版下の作成はいたしません）。 

また日本語の版下も可能ですが、貴社名は日英の表記をお願いします。 

  ※イラストレーターのデータをお送りいただく場合は、CS6以下のバージョンで、アウトラインをかけた 

データをCD-Rなど記録媒体に保存してお送りください。 

※必ず出力見本をつけてください。 

 

■ お申込後のお取消し 

  お申込後のお取消しは、お受け付けできかねますので、ご留意ください。 

 

■ 広告料のお支払い 

  広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行： 三井住友銀行 六甲支店（店番：421） 

普通 4556162 

ICoFF-ICPH2019組織委員会 組織委員長 芦田均 

（アイコフアイシーピーエイチニセンジュウキュウソシキイインカイ 

ソシキイインチョウ アシダヒトシ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

ICoFF2019/ IScFF2019/ ICPH2019 運営事務局 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階 

  株式会社JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

  TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804 E-mail：icoff-icph2019@jtbcom.co.jp 

 


