
 

 

 

 

日本ＤＮＡ多型学会 第28回学術集会 

 

開催趣意書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  期： 令和元年1１月28日（木）～11月29日（金） 

会  場： 28，29日 京都大学 国際科学イノベーション棟 ５階 

会  長： 村山美穂 

事 務 局: 日本DNA多型学会 第28回学術集会事務局 

京都大学 野生動物研究センター 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

  



趣 意 書 

 

謹啓 貴社におかれましては、益々の御発展のこととお慶び申し上げます。 

このたび、日本DNA多型学会第28回学術集会を、令和元年11月28～29日の2日間に

わたり、京都市（京都大学 国際科学イノベーション棟）にて開催いたします。京都大

学 野生動物研究センターが担当し、現在鋭意準備を進めております。 

 近年のゲノム研究は、生物種の多様性と進化の過程を理解する上で、多大な貢献

を果たしてきました。その中で、生物種から個体間までのあらゆる‘生命の多様性’を

生み出す基盤は、ゲノムにおけるＤＮＡ多型現象であります。本学会では、ヒトの個人

識別やＤＮＡ鑑定技術の開発、動物の進化史や保全、農林水産物の種判別や産地

識別などの諸課題にＤＮＡ多型研究を応用して、社会に貢献できるような研究を推進

しております。年１回開催の学術集会は、その最先端の研究成果の貴重な発表の場

であり、全国から研究者が集い活発な討論が行われます。また、ＤＮＡ多型やＤＮＡ鑑

定について社会に啓発していくことも学術集会の重要な使命であります。このため、

前日 27 日には「絶滅危惧種の保全 ～最新科学が野生動物を救う～」というわかり

やすいテーマで、公開シンポジウムを開催いたします。 

 本学術集会には会員、非会員併せて 300 名程度の参加が見込まれており、参加費

によって運営することを考えております。しかし、それだけでは会場使用費、設営費、

人件費などの経費を含む集会の開催運営には、不十分なのが現状です。厳しい社会

状況の折、誠に心苦しいお願いではございますが、本集会の開催趣旨をご理解いた

だき、広くご協賛ならびにご援助を賜りたく、お願いする次第です。どうぞ、よろしくお

願いいたします。 

謹白 

 

令和元年 5 月吉日 

 

日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会  

会長 村山美穂 

（京都大学 野生動物研究センター） 



日本 DNA 多型学会第２８回学術集会 
会場展示の御願い 

 

謹啓 平素より大変御世話になっております。 

さて、令和元年 1１月 28 日（木）～11 月 29 日（金）にわたり、日本ＤＮＡ多型学会第 

28 回学術集会を主催させて頂きます。つきましては、以下の要領で会場展示をして

頂ける企業を募集させて頂きます。会場で直接得られる新規機器・試薬等の情報は、

会員にとっても大変有用ですので、多くの企業の御参加をお願い致したく、貴社にお

かれましても御検討頂ければ幸いに存じます。 

以上、よろしく御願い申し上げます。 

謹白 

会場展示募集要項 

 

学術集会の日程  令和元年 11 月 28 日（木）～11 月 29 日（金） 

 （一般演題、招待講演、評議員会、懇親会を予定） 

会場            京都大学 国際科学イノベーション棟 5 階 

 （京都市左京区吉田本町） 

展示日時   2019 年 11 月 28 日（木） 9：00 ～ 17：00 

              2019 年 11 月 29 日（金） 9：00 ～ 16：00 

搬入・搬出日時 搬入 11 月 27 日（水） 17：00 ～ 19：00または 

 11 月 28 日（木）  9：00 ～ 10：00  

               搬出 １１月 29 日（金）  9：00 ～ 16：00まで  

展示スペース     １小間 ： 間口 180 ㎝ × 奥行き 60ｃｍ 

電気コンセント（１００Ｖ）使用可。会場の都合により、申込み時

にコンセント御利用の有無を御知らせください。また、テーブルの追

加、ポスターボード（90 ㎝ × 210 ㎝）の使用、テーブルクロス等に

つきましてはご相談ください。 

使用料         50, 000 円 

募集締め切り    令和元年 8 月 23 日（金） 

応募方法        別紙の展示申込書に必要事項を御記入の上、事務局まで御送

 りください。使用料の支払い等詳細につきましては、後日改

 めてご連絡いたします。  

  

添付の申込書に必要事項を記入し、E-mailでお申し込みください。支払いなど詳細

については後日改めて連絡いたします。 

 

お問い合わせ・申し込み先 

日本DNA多型学会第28回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

以上  



   年   月   日 

 

日本 DNA 多型学会第２8 回学術集会事務局  宛 

 

日本ＤＮＡ多型学会第 29 回学術集会 

会場展示申込書 

 

 

基礎小間仕様 

 仕様小間数：   

 テーブル 1 組 （180 ㎝ ×60 ㎝） ：要 ・ 不要 

 パネル   （90 ㎝ × 210 ㎝） ：要 ・ 不要 

 電源 （100Ｖ、1 ヶロ） ：要 ・ 不要 

 

主な展示品目、御質問・御要望等 

  

  

  

 

 

申込者情報 

会社名 ：   

部署名 ：    

担当者名 ：   

住所 ：   

電話番号 ：   

FAX 番号 ：   

Email ：   

 

送付先 

日本DNA多型学会第28回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 



日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会 

抄録集広告掲載の御願い 

 

謹啓 平素より大変御世話になっております。 

さて、令和元年 11 月 28 日（木）～11 月 29 日（金）にわたり、日本ＤＮＡ多型学会第

２８回学術集会を主催させて頂きます。つきましては、以下の要領で本学会員宛に発

行いたします抄録集への広告掲載を募集させて頂きます。御検討頂ければ幸いに存

じます。 

以上、よろしく御願い申し上げます。 

謹白 

 

抄録集広告掲載募集要項 

 

学術集会の日程  令和元年 1１月 28 日（木）～11 月 29 日（金） 

 （一般演題、招待講演題、評議員会、懇親会を予定） 

会場            京都大学 国際科学イノベーション棟 

 （京都市左京区吉田本町） 

抄録集配布部数   約 300 部 

抄録サイズ       Ａ４判 

 

種類 掲載料金 

広告 後付け 1頁（カラー） 50,000円  （総額表示） 

広告 後付け 1頁（白黒） 30,000円  （総額表示） 

広告 後付け 半頁（白黒） 20,000円  （総額表示） 

 

募集締め切り     令和元年 8 月 23 日（金） 

応募方法       別紙の抄録集広告掲載申込書に必要事項を御記入の上、   

 事務局まで Email で御送りください。 

 

掲載広告につきましては、Ａ４サイズ、余白は 3～4ｍｍ程度、ファイルはＰＤＦ形式

で御願いします。送付して頂いたファイルが、そのまま印刷されます。 

                                                  以上 



   年   月   日 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会事務局  宛 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会 
抄録集広告掲載申込書 

 

下記の通り、日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会抄録集への広告掲載を申し込みます。 

 

 

広告掲載種類 

 

□ 後付 カラー \50,000/頁 × 頁 = 円 

□ 後付 白黒 \30,000/頁 × 頁 = 円 

□ 後付 白黒 \20,000/半頁× 頁 = 円 

 

御質問・御要望等 

  

  

 

 

申込者情報 

会社名 ：   

部署名 ：    

担当者名 ：   

住所 ：   

電話番号 ：   

FAX 番号 ：   

Email ：   

 

送付先： 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 

 

 

 



「ＤＮＡ多型」 第２８巻 広告掲載の御願い 

謹啓 平素より大変お世話になっております。 

 さて、本年度も「ＤＮＡ多型」第 28 巻（日本ＤＮＡ多型学会編： 東洋書店出版）を発

行致します。この雑誌は、今回の日本ＤＮＡ多型学会第 28 回学術集会における発表

等を編集するもので、広く市販されます。つきましては、「ＤＮＡ多型」第 28 巻への広

告掲載を以下の要領で募集させて頂きます。ご検討頂ければ幸いに存じます。 

以上、よろしくお願い致します。 

謹白 

広告掲載募集要項 

広告掲載料 Ａ４版　白黒/カラー １頁 

Ａ４版　白黒/カラー 半頁 

50,000 円 （消費税込） 

30,000 円 （消費税込） 

募集締め切り 令和元年 11 月 8 日（金） 

 尚、広告版下送付・掲載料の支払法等詳細につきましては、後日改めてご連絡致し

ます。 

以上 



月 日 

「ＤＮＡ多型」第２８巻 広告掲載申込書 

日本ＤＮＡ多型学会第 28 回学術集会 

大会長 村山美穂 宛 

貴社名： 

担当者名： 

電話番号： 

FAX 番号： 

Email： 

「ＤＮＡ多型」第２８巻への広告形式 （A4 版、白黒/カラー） 

頁 = 円 □ １  頁   \50,000 ×

□ 半 頁   \30,000 × 頁 = 円 

御質問・御要望等 

送付先： 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com



日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会への寄付の御願い 

 

謹啓 貴社におかれましては益々の御発展のことと御慶び申し上げます。 

さて、令和元年 1１月 28 日（木）～11 月 29 日（金）にわたり、日本ＤＮＡ多型学会第

２8 回学術集会を主催いたします。つきましては、以下の要領で寄付を募ります。尚、

御援助いただいた際には、学会抄録集巻末頁に御社名を記載させて頂きます。御気

持ちで結構でございますので、御検討頂ければ幸いに存じます。 

以上、よろしく御願い申し上げます。 

 

謹白 

 

寄付金募集要項 

 

【学術プログラム】  

日本DNA多型学会 第28回学術集会 

【募金の目的】 

日本DNA多型学会 第28回学術集会の準備および運営の費用とする。 

【寄付金申込先】 

日本DNA多型学会 第28回学術集会 

会長 村山美穂 （京都大学野生動物研究センター） 

【締め切り】 令和元年 8 月 23 日(金) 

【寄付金申込書の送付先】 

  趣意にご賛同賜りご協力いただけます場合は、添付の寄付金申込書にご記

入の上メールにてお送りください。支払いなど詳細については後日改めて連絡い

たします。 

  

 

送付先 

送付先： 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 

 



令和   年   月   日       

 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２８回学術集会 大会長 村山美穂 様 

 

 

寄付者名 

 貴社名 ：   

 担当者名 ：  

 電話番号 ：  

 FAX 番号 ：  

 Email ：  

 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２8 回学術集会 

寄付申込書 
 

下記のとおり寄付します。 

  

 寄付金額： 円 

 

 

御質問・御要望等 

  

  

  

 

 

 

送付先： 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 

 



日本 DNA 多型学会第２８回学術集会 ランチョンセミナーの御願い 

 

謹啓 平素より大変御世話になっております。 

さて、令和元年 1１月 28 日（木）～11 月 29 日（金）にわたり、日本ＤＮＡ多型学会第

２8 回学術集会を主催させて頂きます。つきましては、以下の要領でランチョンセミナ

ーをして頂ける企業を募集させて頂きます。会場で直接得られる新規技術・機器等の

情報は、会員にとっても大変有用ですので、貴社におかれましても御検討頂ければ

幸いに存じます。 

以上、よろしく御願い申し上げます。 

謹白 

ランチョンセミナー募集要項 

【体裁】 企業発表、スクリーン映写。 

【会場】 京都大学 国際科学イノベーション棟 シンポジウムホール 

【日程】  

令和元年 11 月 28 日（木）昼 40－50 分程度 

 

 

【費用】 人数は事前にこちらで確認いたします。 

セミナー開催費については後日相談させていただきます。 

 

【申し込み方法】 

添付の申込書に必要事項を記入し、E-mailでお申し込みください。支払いなど詳

細については後日改めて連絡いたします。 

【申し込み締切】 令和元年７月１1日 

【お問い合わせ・申し込み先】 

 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

 

 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２8 回学術集会 大会長 村山美穂 様 

 

 

 

 貴社名 ：   

 担当者名 ：  

 電話番号 ：  

 FAX 番号 ：  

 Email ：  

 

 

日本ＤＮＡ多型学会第２8 回学術集会 

ランチョンセミナー申込書 

 

 

 

 

御質問・御要望等 

  

  

  

 

 

送り先 

 日本 DNA 多型学会第 28 回学術集会事務局 

〒606-8203 京都市左京区田中関田町2-24 

京都大学 野生動物研究センター 村山研究室内 

TEL: 075-771-4375  FAX: 075-771-4394 

E-mail: dnapol28@gmail.com 

 

 


