
協賛の内容とお申込方法などのご説明 
 
 
(1) 大会 Web ページのバナー広告 
 
 連合大会Webページのトップページに掲載する広告バナーです。 
 

• 掲載媒体 2009年度統計関連学会連合大会 Webページ 
 （http://www.jfssa.jp/taikai/2009/） 

• 大きさ 次の 2種類があります。 
  大（700 × 90 ピクセル） トップページの上と下の 2箇所（下図参照） 
  小（175 × 80 ピクセル） トップページの右側（下図参照） 
 実際の見本は， 
   http://www.jfssa.jp/taikai/2009/index_banner.html 
 でご覧いただけます。 

• 掲載位置 下図のとおりです。 

 
 

• ファイル形式 gif（アニメーション gif 可）または jpeg 形式の画像ファイル 
• 広告料 大（上）  80,000 円 

 大（下）  50,000 円 
 小（右サイド） 30,000 円 

• 広告掲載期間 2009年 5月 11日（月）～ 2009年 10月 31日（土） 
• 申込締切日 2009年 4月 24日（金） 
• ファイル送付期日 2009年 5月 7日（木） 
• ファイル送付方法 掲載広告は貴社でご用意のうえ，電子ファイルを原稿送付先に，メールまた

は CD-ROMでお送りください。その際，バナーをクリックした際のリンク先
も併せてお知らせください。 

• 掲載位置の決定 先着順とさせていただきます。小（右サイド）については，上から順に割り



当てさせていただきます。ご希望に添えない場合がありますことをあらかじ

めご了承ください。 
• その他 大会事務局ではファイルの編集作業は行いません。 

募集締切とファイル送付期日を上記のように決めていますが，これは，掲載

開始日に間に合わせるための締切です。これ以後も掲載箇所に空きがある限

り，随時受け付けます。 
掲載期間が過ぎましたら，大会 Web ページは記録のために残しますが，バナ
ー広告は削除させていただきます。 

 
 
(2) 講演報告集の広告 
 
 連合大会の講演報告集に掲載する広告です。商品等の広告だけでなく，セミナーや人材募集等の広告

も可能です。 
 

• 掲載媒体 2009年度統計関連学会連合大会 講演報告集 
• 発行日 2009年 9月 6日（日） 
• 大きさ B5版 
• 配布予定部数 1000部 
• 広告料 1ページ 冊子の裏表紙（表 4，カラー可）  80,000 円 

  冊子の表表紙の裏（表 2，白黒）  60,000 円 
  冊子の裏表紙の裏（表 3，白黒）  60,000 円 

    冊子の裏表紙の裏の左（表 3対向，白黒） 60,000 円 
   その他（白黒）    40,000 円 

  半ページ（白黒）     25,000 円 
• 申込締切日 2009年 7月 6日（月） 
• 原稿送付期日 2009年 7月 17日（金） 
• 原稿送付方法 掲載広告の原稿は貴社でご用意ください。 

原稿の提出期日までに遅れないようにご提出ください。 
原稿はできるだけ電子ファイル（EPS ファイルなど）でご用意ください。紙
媒体の場合は，原稿（完全版下）の写真印刷となります。 
昨年と同じ原稿の場合も改めて原稿をお送りください。 
原稿は，電子ファイルの場合，メールまたは CD-ROM で，紙媒体の場合は，

しわにならないようにして郵送で，原稿送付先までお送りください。 
• 掲載位置の決定 裏表紙（表 4），表表紙の裏（表 2），裏表紙の裏（表 3），裏表紙の裏の左（表

3対向）の 4箇所については，抽選とさせていただきます。抽選は，複数の申
し込みがあった箇所ごとに行います。この抽選の乱数発生に使用するため，

申込時に，お好きな 4桁の数値（ぞろ目は除く）をご指定いただきます。 
抽選で当たらなかった場合，報告集末尾の通常の広告ページへの掲載とさせ

ていただきますが，第 2～3希望として，上記 4箇所を希望される場合は，申
込用紙にその旨をお書きください。上記の 4 箇所については，第 1 希望で埋
まらなかった場合は，第 2 希望で，さらに埋まらなかった場合は，第 3 希望
でと，抽選をして決めます。一方，別の場所への掲載を希望されない場合も

申込用紙にその旨をお書きください。 
上記 4 箇所以外の割付は事務局でさせていただきますので，ご希望に添えな
い場合がありますことをあらかじめご了承ください。 

 



 
(3)展示スペースへの出展 
 
 大会会場内に設けた「展示スペース」への出展です。展示ブースに貴社の方が来られて宣伝活動をさ

れる通常の「ブース出展」に加え，カタログのみを置く「カタログ出展」の 2つがあります。 
 
ブース出展 

• 出展場所 2009年度統計関連学会連合大会の展示スペース 
 ブース（テーブル）の大きさは，1800 × 800 mm です。 
 椅子と電源は用意しております。 
 インターネットの可否については，後日担当者からご連絡申し上げます。 

• 広告料 出展（1ブース） 50,000 円 
  スペースを 2倍にする場合は 2口 100,000円でお申し込みください。 

• 申込締切日 2009年 7月 6日（月） 
• ブースの決定 ブース数を上回ったところで，募集を終了させていただきます。ブースの割

り当ては，締切後，抽選で決めさせていただきます。この抽選の乱数発生の

ために，申込時に，お好きな 4桁の数値（ぞろ目は除く）をご指定ください。 
• セット価格 ブース出展とともに，(4)デモセッションでの発表も希望される場合，デモセ

ッションの価格が 20,000 円に割引され，2つ合わせて 70,000円となります。 
• その他 出展に必要な資料や荷物がある場合は，2009年 9月 6日（日）午後 3時より，

会場（京田辺キャンパス）での受け取りが可能です。これより前には受け取

ることができませんので，ご了承ください。送付先は，後日担当者からご連

絡申し上げます。 
 
カタログ出展 

• 出展場所 2009年度統計関連学会連合大会の展示スペース内 カタログ出展専用ブース 
• 広告料 カタログ出展（A4 サイズ 2 点まで） 25,000 円 
• 申込締切日 2009年 9月 7日（月）（当日まで，随時受け付けます。） 
• その他 開催期間中は係員がカタログの整理・補充を行います。 

カタログは，直接会場にご送付ください。2009年 9月 6日（日）午後 3時よ
り，会場（京田辺キャンパス）での受け取りが可能です。これより前には受

け取ることができませんので，ご了承ください。送付先は，後日担当者から

ご連絡申し上げます。 
 
 
(4) デモセッションでの発表 
 
 プログラム内に組み込んだデモセッション「統計分析・データ・教育ソフトウェアセッション（仮）」

での発表です。講演会場で，パワーポイントや実演による商品の宣伝をしていただけます。 
 

• 発表場所 2009年度統計関連学会連合大会のデモセッション 
• 広告料 デモセッションでの発表のみの場合  50,000 円 

出展も同時に行う場合   20,000 円 
• 申込締切日 2009年 6月 2日（火） 
• 申込内容 申込と同時に，発表タイトルと発表者をお知らせください。 
• セット価格 デモセッションとともに，(3)展示スペースへの出展（ブース出展）も希望さ

れる場合，デモセッションの価格が 20,000 円に割引され，2つ合わせて 70,000
円となります。 

• その他 セッションの日時および講演時間は，プログラム発表時に決定します。 
 



 
 

申込先・原稿送付先・問い合わせ先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広告料の振り込み期日 2009年 10月 2日（金） 
 
お問い合わせの内容によっては，下記の広告媒体責任者との相談が必要になることがありま

す。その場合，ご回答までに若干のお時間をいただくことがありますことをご了承ください。 
 

広告媒体責任者 

 橋口 博樹（埼玉大学） 
 服部 聡 （久留米大学） 
 星野 崇宏（名古屋大学）   

 申込先・原稿送付先・問い合わせ先 
E-mail： koukoku2009@jfssa.jp 
Fax：  03-3234-7472 

 
 田澤 泉（広告担当事務） 
 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-6能楽書林ビル 5F 
 （財）統計情報研究開発センター 
 

お問い合わせは，メールまたは FAXでお願いします。 
 
 振込先 
  みずほ銀行 広尾支店 
  普通 １８６７９８２ 
  統計関連学会連合大会（トウケイカンレンガッカイレンゴウタイカイ） 
 

 

連合大会Web ページへのリンクのお願い 
 

大会をよりよいものとするために，貴社のWebページから本連合大会のWebページ
http://www.jfssa.jp/taikai/2009/ 

へリンクを張っていただけますと大変ありがたく存じます。 

ご協力，よろしくお願い申し上げます。 


