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一般社団法人日本サイトメトリー学会賛助会員募集および 

ホームページ広告掲載のご依頼 
 
 
  謹啓  時下、貴社におかれましては益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。また平
素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
 さて、一般社団法人日本サイトメトリー学会（The Japan Cytometry Society: JCS）で
は学会の円滑な運営にご協力いただける賛助企業を募集しています。また、賛助会員権利
の付与が無い広告掲載も募集しております。 
 
 何卒よろしくお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 末筆ではございます
が、関係各位の益々のご隆盛を祈念いたします。 
 

謹白 
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一般社団法人日本サイトメトリー学会賛助会員募集要項 
および 

ホームページ広告掲載趣意書 
 
一般社団法人日本サイトメトリー学会（JAPAN CYTOMETRY SOCIETY:JCS)では学会の
円滑な運営にご協力いただける賛助企業・広告出稿を募集しています。応募された企業様
には賛助会員権利や学会サイトページにバナーを掲載する等の特典をご用意しております
ので、ぜひ御活用下さい。 
 
１ 一般社団法人日本サイトメトリー学会について 
(ア) 本学会の学会概要・定款・会則については、学会ホームページを御覧ください 
(https://www.cytometry.jp)。 

 

２ 募集の種類 
(ア) 賛助会員 
(イ) 広告出稿 
(ウ) 協賛企業広告 

 

３ 規約 
(ア) 賛助会員 

① 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、事業に財政的支援を行う個人または法人
とします。賛助会員の詳細は一般社団法人日本サイトメトリー学会定款を御
覧ください (https://www.cytometry.jp/outline/regulations/regulation1)。 

② 賛助会員年会費：年間 50,000 円以上と致します。 
③ 賛助会員の契約期間は、本学会の事業年度に準じます。 
④ 学会ホームページにバナー及び賛助会員ページを掲載します。 
⑤ 賛助会員ページには下記内容を掲載いたします。 

企業名 
所在地 
電話番号 
ご希望されるURLへのリンク 
業種 
会社・事業紹介（400 字まで） 

⑥ 賛助会員権利の付与をご希望されない場合は、広告出稿として申請してくだ
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さい。 
⑦ 別途、協賛企業広告を掲載できます（別料金）。 

 

(イ) 広告出稿 
① 広告出稿は、当法人の目的に賛同し、事業に財政的支援を行う個人または法人
とします（広告出稿主とする）。 

② 広告出稿費用：年間 50,000 円（税別）以上と致します。 
③ 広告出稿の契約期間は、本学会の事業年度に準じます。 
④ 賛助会員の権利は付与されません。 
⑤ 学会ホームページにバナー広告及び広告出稿主ページを掲載します。 
⑥ 広告出稿主ページには下記内容を掲載いたします。 

企業名 
所在地 
電話番号 
ご希望されるURLへのリンク 
業種 
会社・事業紹介（400 字まで） 
A4 相当サイズの JPEG画像広告（デフォルトは縮小表示。クリックで拡大
表示）を１年度 1回まで更新可能です。 

⑦ 広告出稿枠に別途追加して協賛企業広告を掲載できます（別料金）。 
 

(ウ) 協賛企業広告 
① 協賛企業広告出稿は、当法人の目的に賛同し、事業に財政的支援を行う個人ま
たは法人の賛助会員または広告出稿主とします。 

② 協賛企業広告出稿費用：一口年間 50,000 円（税別）以上と致します。 
③ 協賛企業広告の契約期間は、本学会の事業年度に準じます。 
④ 学会ホームページにバナー広告及び賛助会員ページまたは広告出稿主ページ
に追加して広告を出稿できます。１年度４回まで更新可能です。 

 

４ 特典 
(ア) バナー 

① 賛助会員・広告出稿様には、学会ホームページのフッター部分（各WEBペー
ジの最下段）に画像バナーを１枚掲載します（バナー一覧として表示されま
す）。バナーに用いる指定サイズ (210 x 50px)の画像ファイルをご用意下さ
い。画像バナーのリンク先は、学会サイト内の賛助会員ページまたは広告出稿
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主ページへリンクします。画像サイズは下記を参照下さい。 

 
② バナーには企業名を必ず明記してください。機器名称等は受け付けません。機
器名称等をご使用になりたい場合は、別途、協賛企業広告を追加してお申し込
み下さい。 

③ jpg, gif, png 形式で保存してください。アニメーションは受け付けません。 
④ 賛助会員ページまたは広告出稿主ページから別ウィンドウで開くための URL
をご提示下さい。 

 

(イ) 賛助会員ページまたは広告出稿主ページ 
① 学会サイト内に、賛助会員ページまたは広告出稿主のページをご用意いたし
ます。 

② 学会ホームページのフッター部分に表示されたバナーをクリックすると、本
ページへランディングします。 

③ 本ページの上部には、賛助会員の場合は「賛助会員」、広告出稿の場合は「広
告」と表示されます。 

 

(ウ) 協賛企業広告 
① バナー広告１枚と賛助会員ページまたは広告出稿主ページに標準で掲載する
広告に追加して A4 相当サイズ１枚の画像広告を出稿できます。お申し込み
数に応じたバナー広告・JPEG画像広告等を掲載できます。 

② 掲載費用は１口あたり年間 50,000 円（税別）です。 
③ １口あたり、指定サイズ (210 x 50px)のバナー１枚とA4相当サイズ１枚の
広告をご用意ください。このバナーは、機器名称等を使用でき、バナー広告一
覧に掲載されます。 

④ A4 相当サイズの画像に、ご希望されるURLへのリンクを貼ります。 
⑤ １年度４回まで更新可能です。 
⑥ WEB更新作業に１週間程度かかる場合があります。 

 

５ バナーの掲載順位 
(ア) トップページのバナー掲載順位は、設置後１ヶ月間は上位に表示され、２ヶ月目以
降は順次ランダム化されます。 
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６ 学会サイトの TOP メニュー「賛助会員ページまたは広告出稿主ページ」メニュー内
での掲載順位 
(ア) 数字・アルファベットより開始する五十音順で表示されます。 

 
７ 申込および問い合わせ先 
(ア) 学会サイトの賛助会員・広告出稿募集ページの専用フォームにご記入の上、ご応募
ください。https://www.cytometry.jp/supporting  

 
８ 注意事項 
(ア) 賛助会員・広告主の都合による掲載の中止については，返金することができません。 
(イ) サーバの障害やメンテナンスなど，当会の責任の範囲外の原因により広告配信がで
きなかった場合，当会の責任は問われないものとし，掲載料の返金等には応じませ
ん。 

(ウ) 本会が不適切と判断した広告・URL等は、掲載できない場合があります。 
(エ) 会員規則等については、一般社団法人日本サイトメトリー学会定款及び運営細則に
準じます。https://www.cytometry.jp/outline/regulations  
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広告出稿及び協賛企業広告出稿要項 
 
1. 広告媒体名  一般社団法人 日本サイトメトリー学会ホームページ 

http://www.cytometry.jp/ 
2. 配布対象 学会会員、学会関連団体、およびフローサイトメトリーに感心がある

インターネットユーザー 
3. 発行部数 年間約 100,000 ページビュー 
4. 広告掲載料 広告出稿費用：年間 50,000 円（税別）以上（この費用には、賛助会

員の権利は含まれません）。 
 
協賛企業広告出稿費用：賛助会員または広告出稿主で、賛助会員費ま
たは広告出稿費用とは別途１口年間 50,000 円（税別）。口数に応じ
た広告を掲載します。 

5.  広告による効果 一般社団法人日本サイトメトリー学会ホームページは、フローサイト
メトリーを中心としたサイトメトリーの専門家や関心がある研究者
等のインターネットユーザーに利用されています。特に、当学会はフ
ローサイトメトリーに関しての専門学会のため、学会ホームページに
広告を掲載することによって、フローサイトメトリーに関心があるイ
ンターネットユーザーへ、極めて効果的に広告を配信することが可能
です。また、年間約 100,000 ページビュー程度の配信実績より、1ペ
ージ表示単価は約 0.5 円、1 日あたり約 137 円の低予算で配信可能
です。 

6. 広告募集締め切
り日と発行予定日 

募集は随時受け付けしています。 

7. 形式  １）バナーサイズ(210 x 50px)の画像ファイル 
２）A4相当サイズ（72dpi）の JPEG画像広告 

8. 申込み方法 学 会 サ イ ト の 賛 助 会 員 ・ 広 告 出 稿 募 集 ペ ー ジ
（https://www.cytometry.jp/supporting）の専用フォームに必要事
項をご記入の上、ご応募ください。バナー画像と A４相当サイズの
JPEG画像広告１枚をアップロードして下さい。賛助会員の付与を希
望されない（広告出稿のみ）場合は、応募フォームの所定欄で広告出
稿を選択してください。追加で協賛企業枠へご応募いただける場合
は、「協賛企業枠にも応募する」を選択して頂き、必要口数のバナー
画像・A４相当サイズの JPEG画像広告ファイルをアップロードして
下さい。 

9. 掲載料支払 日本サイトメトリー学会事務局より別途ご連絡いたします。 
10.お問い合わせ 日本サイトメトリー学会事務局 

E-mail: cytometry-society@umin.ac.jp 
TEL: 072-861-2015 

 


