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協賛趣意書 



ご挨拶 

 

謹啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会を2018年9月19日（水）及

び20日（木）の2日間、神戸国際会議場（兵庫県神戸市）で開催いたします。 

我が国では、国際的に競争力のある学術研究や社会イノベーションの源泉となる研究の

加速、促進、将来を担う萌芽的研究の創出と育成を目指して、研究の国際化と国際的頭脳

循環の促進、研究マネジメント力の強化が図られています。特に、大学法人や独立行政法

人研究機関等（以下、大学等と称す）の研究力の戦略的な強化のためのマネジメント人材、

研究者の独創的な研究の発掘、育成、強化のためのマネジメント人材、大学等の経営のた

めの研究力分析と戦略提言人材、国際的な連携の構築を担う人材の育成、強化が求めら

れ、その人材としてリサーチ・アドミニストレーターの整備が進められています。 

本年次大会は、「共創するURA ～学術の発展と価値の創出～」をメインテーマとし

て、研究力強化のための各大学等の取り組みについて情報を交換し、課題を共有して解決

のための議論を行うことを通して、リサーチ・アドミニストレーターの育成・能力向上を図りた

いと考えています。 

リサーチ・アドミニストレーター協議会会員、賛助会員をはじめ参加頂ける皆様方にとって

有意義な年次大会とするために、誠心をもって努めて参ります。皆様におかれましても、本

年次大会の趣旨と意義にご賛同頂き、格別のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げま

す。 

末筆ではございますが、皆様のますますのご健勝を祈念いたします。 

 

謹白 

 

2018年2月吉日 

 

リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

大会長 小川真人 

（国立大学法人神戸大学 理事（研究・産学連携担当）・副学長） 

 

  



開催概要 

 

1. 名称 リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

  4th RMAN-J Annual Conference 

 

2. テーマ 共創するURA ～学術の発展と価値の創出～ 

  Communication, Collaboration & Creation by URAs! 

 

3. 会期 2018年（平成30年）9月19日（水）、20日（木） 

 

4. 会場 神戸国際会議場 

  兵庫県神戸市中央区港島中町６－９－１ 

  https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center/ 

 

5. 主催 リサーチ・アドミニストレーター協議会 

 

6. 事務局 リサーチ・アドミニストレーター協議会第４回年次大会実行委員会事務局 

  国立大学法人神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部 

  学術研究推進部門 

 

7. 大会長 小川真人 

 

8. 会議の概要 

1) 日程（予定）： 

 午前 午後 

9月19日（水） 開会式 

関係省庁セッション 

会員セッション 

共催セミナー 

大学執行部セッション 

国際セッション、会員セッション 

9月20日（木） 国際セッション 

教育セッション 

会員セッション 

共催セミナー 

会員セッション 

総会、閉会式 

 



2) 展示： 研究力評価、研究支援等、研究力の強化に関わる機器、システム、 

  サービス等の展示を行う。 

3) 予定参加者数： 約600名（全国の大学、独立行政法人研究機関等の役員・執行 

   部、リサーチ・アドミニストレーター、職員、省庁関係者、企業、海

   外リサーチ・マネージャー等） 

 

9. 展示・セミナー共催・各種広告へのご協力のお願い 

本年次大会は、研究力強化に取り組む60以上の全国の大学、独立行政法人研究

機関等から、約600名の参加が予定されています。本年次大会の準備、運営は、本年

次大会の趣旨に賛同する各大学等の有志により行い、費用の圧縮に努めております

が、費用は直接経費で1,000万円を超えることが見込まれます。本来は本年次大会参

加者の参加登録費等でまかなうべきところですが、個人での参加者が大半を占める本

年次大会では、負担できる金額に限りがあります。そのため、本年次大会の開催趣旨

をご理解頂き、企業様、諸団体様に、展示、セミナー共催、各種広告へのご協力をお

願いいたします。 

 

10. リサーチ・アドミニストレーター協議会賛助会員（企業・関連団体）について 

年次大会ホームページへのバナー掲載およびリーフレットへのロゴ掲載を無償で致

します。また、付設展示出展（詳細は付設展示出展要項をご覧下さい）を無償でご利用

頂けます。賛助会員登録をご希望の方は、RA協議会事務局 （総務）まで直接連絡を

お願いいたします。http://www.rman.jp/aboutus/contact.html 

 

11. 本年次大会のお問合せ先 

大会事務局 

国立大学法人神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部学術研究推進部門 

リサーチ・アドミニストレーター協議会 第４回年次大会実行委員会事務局 

メールアドレス 4thran_j@org.kobe-u.ac.jp 

電話番号  078-803-6527 

大会ホームページ http://www.rman.jp/meetings2018/ 
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〇共催セミナー募集要領 

 

1. 開催形態 リサーチ・アドミニストレーター協議会と企業の共催とします。 

  共催 ： リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

   協賛企業様 

 

2. 開催日時 9月19日（水）、20日（木）の昼の60分程度 

 

3. スケジュール 

2018年2月26日（月） 申込開始 

4月27日（金） 申込締切（ロゴおよび年次大会HP掲載先URL情報提出） 

5月中旬 各社開催枠の決定 

大会事務局より各社様へ通知、共催費請求書の発行 

6月15日（金）まで 各社様より大会事務局へセミナー内容を通知 

6月29日（金）まで 各社様より共催費振込 

7月上旬 セミナー内容の最終決定、予稿集掲載 

9月19日、20日 リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 開催 

 

4. 共催費 

1) 共催費（9月19日（水）、9月20日（木）の各日） 

タイプ 募集枠数（各日） 収容人数（予定） 共催費 

A 1 200席 ¥300,000 

B 1 100席 ¥250,000 

C 2 50席 ¥200,000 

2) 共催費に含まれる項目 

 会場費 

 会場付帯設備使用料（机、椅子、音響、照明、マイクなど） 

 機材費 ： PC発表用機材（Windows PC 1台、プロジェクター、スクリーン、レー

ザーポインター） 

 年次大会ホームページへのバナー掲載およびリーフレットへのロゴ掲載 

3) ランチョンセミナー形式で行います。共催費とは別に、参加者弁当と飲み物代の負担



をお願いします。 

 大会事務局で各社同じ弁当と飲み物を準備いたします。 

 弁当・飲み物1セット1,000円の予定です。必要数を申込時にご連絡下さい。 

4) 上記以外の費用は、必要に応じて各社でご負担下さい。有償にて大会事務局で手

配可能です。 

（例示） 

 講師、座長の控え室 

 看板・装飾関係 

 印刷物の準備と配布 

5) セミナー内容、開催枠、座長、演者の決定について 

 セミナー内容につきましては各共催企業の意向を最大限尊重いたします。しかし、

本年次大会の趣旨においてプログラムの統一性を著しく損なうと判断される場合は、

大会事務局より、調整をお願いする場合がありますことをご了承下さい。 

6) セミナー開催枠の決定について 

 セミナー開催枠は、募集期間内にお申込み頂いた内容に基づいて大会事務局で

調整の上、決定いたします。各社様のご希望に添えますよう、出来る限りの調整を行

いますが、同じ日や同じ枠への申込みが集中しました場合は、ご希望に添えかねる

場合もございますことを予めご了承頂きますようお願いします。 

 開催枠の決定は2018年5月中旬を予定しています。決定後の枠の変更は原則とし

て行いませんのでご了承ください。 

 開催枠決定後に請求書をお送りいたします。指定の口座へお振込みください。 

7) その他お願いしたい点 

 当日の弁当、飲み物の配布、ゴミの回収は各社様でお願いします。 

 セミナー修了後、会場内を点検頂き、ゴミがあれば回収をお願いします。 

 ご講演資料は年次大会ホームページには掲載いたしません。 

8) 注意事項 

 本年次大会のプログラムおよび情報交換会への参加をご希望の場合は、別途、参

加費および情報交換会費を負担頂きます。年次大会ホームページから参加登録を

お願いします。 

 

5. お申込について 

1) 申込方法 



本協賛趣意書添付の申込書に必要事項記載の上、大会事務局へメールでお申し込

み下さい。併せて、年次大会HP掲載用のバナー画像データ（幅：280 px； 高さ：成

り行き； 解像度：72 dpi）、およびリーフレット掲載用のロゴの画像データ（幅：1180 

px； 高さ：成り行き； 解像度：300 dpi）を添付にてお送りください。 

2) 申込締切 

2018年4月27日（金）までとさせて頂きます。2018年5月7日（月）以降の取り消しは

承ることができませんのでご了承下さい。 

 

6. 天災等、不可抗力による中止などについて 

天災（地震、津波、火災、その他、またそれらに伴う交通機関の遅延や停止、

付随する災害など）やその他不可抗力の原因によりやむを得ず会期を変更、また

は開催を中止することがあります。その際は速やかにメールもしくはお電話にて

ご連絡をさせて頂きます。 

会期を変更、または開催中止の場合、お申込み費用等の払い戻しができない場

合がありますので、その旨ご了承ください。 

  



〇付設展示出展要領 

 

1. 展示会場 神戸国際会議場3階 レセプションホール 

  https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center/receptionhall/ 

 国際会議室入り口正面に位置し、参加者が行き来する動線に恵まれたエリアで

す。休憩コーナーや飲み物サービス等を併設する予定です。 

 応募多数の場合や諸般の事情により、休憩コーナーや飲み物サービス等の設置

位置の変更や、一部企業様に他のスペースの利用をお願いする場合があります

ことをご了承下さい。 

 

2. 小間規格 

1) 基礎小間 

1小間 ： （間口）1,800 mm、（奥行）600 mm、（高さ）2,100 mm 

バックパネル ： （幅）1,800 mm、（高さ）2,100 mm 

企業社名表示板（ロゴ入り） ： （幅）900 mm、（高さ）250 mm  

展示台 ： （幅）1,800 mm、（奥行）600 mm、（高さ）750 mm 

展示小間テーブルクロス 

2) スペース利用 

ご希望の場合は大会事務局にご相談下さい。 

                                   展示会場（レセプションホール） 

1800

2100

600

750

900

250社名

クロス掛け



3. 出展要領 

1) 出展料 

 単位 小間サイズ 出展料 

基礎小間 1小間 1.08m2 ¥200,000 

2) 展示小間レイアウトは大会事務局で決定させて頂きます。 

3) 出展物 

研究支援機器・システム、書籍、ソフトウエア、他 

4) 電気 電気（交流単相二線式100V、60ヘルツ）の利用ご希望の場合は、事前に 

  大会事務局にご相談下さい。 

5) 給排水 水や液体類、ガス類、圧縮空気の使用は原則禁止します。 

 

4. お申込について 

1) 申込方法 

本協賛趣意書添付の申込書に必要事項記載の上、大会事務局へメールでお申し込

み下さい。併せて、企業社名表示板掲載用ロゴの画像データ（表示板サイズ 幅：

900 mm、高さ：250 mmで鮮明に印字される解像度）を添付にてお送りください。 

2) 申込締切 

2018年4月27日（金）までとさせて頂きます。2018年5月7日（月）以降の取り消しは

承ることができませんのでご了承下さい。 

 

5. 禁止事項、及び注意事項 

 装飾物、出展物の高さは、2.2mに制限します。ただし、やむを得ず超える場合は

事前に大会事務局にご相談下さい。 

 建物床面、壁面へのテープ貼付、アンカー等の直接工作、及び重量物の搬入、

展示は原則的に禁止いたします。 

 火気の使用、参加者の身体、財産に害を与える恐れのある出展物や行為、建物

に損傷を与える恐れのある行為は禁止します。 

 会場の管理 会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理に努めます

が、天災その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的

災害の発生については責任を負いません。 

 やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合がございます

ことをご了承ください。 



 本年次大会のプログラムおよび情報交換会への参加をご希望のご出展者様は、

別途、参加費および情報交換会費を負担頂きます。年次大会ホームページから

参加登録をお願いします。ただし、展示会場内への出展者の入場制限はありま

せん。 

 会期中、現金やクレジット決済と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

 

6. 天災等、不可抗力による中止などについて 

天災（地震、津波、火災、その他、またそれらに伴う交通機関の遅延や停止、

付随する災害など）やその他不可抗力の原因によりやむを得ず会期を変更、また

は開催を中止することがあります。その際は速やかにメールもしくはお電話にて

ご連絡をさせて頂きます。 

会期を変更、または開催中止の場合、お申込み費用等の払い戻しができない場

合がありますので、その旨ご了承ください。 

  



〇リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会ホームページバナー、及び年次大

会リーフレットロゴ広告 

 

1. 募集要項 

1) 媒体 

リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会ホームページ 

URL ： http://www.rman.jp/meetings2018/ 

及び年次大会リーフレット（年次大会にて配付予定）の両方に掲載 

2) 広告掲載料 

¥50,000- 

3) 掲載箇所 

年次大会ホームページ内、及び年次大会リーフレット裏表紙 

4) 年次大会ホームページ掲載予定期間 

5月末から2018年11月末（予定）まで 

5) データサイズ 

年次大会ホームページ（幅：280 px； 高さ：成り行き； 解像度：72 dpi） 

年次大会リーフレット掲載用のロゴの画像データ（幅：1180 px； 高さ：成り行き； 解

像度：300 dpi） 

6) 原稿はデータ入稿でお願いいたします。 

 

2. お申込について 

1) 申込方法 

本協賛趣意書添付の申込書に必要事項記載の上、大会事務局へメールでお申し込

み下さい。併せて、年次大会ホームページ掲載用のバナー画像データ、及び年次大

会リーフレット掲載用のロゴの画像データを添付にてお送りください。 

2) 申込締切 

2018年4月27日（金）までとさせて頂きます。 

3) 申込書到着後、10営業日以内に確認のメールをお送りいたします。これをもちまして

お申込み手続きの完了とさせて頂きます。お申込み後、10営業日を経過してもメー

ルでの連絡がない場合は、必ず大会事務局までご連絡をお願いいたします。 

4) お支払方法 

申込書受領後、広告内容を確認の上、大会事務局より請求書を発行させて頂きま



す。請求書が届きましたら指定の期日までに請求書記載の口座にお振込みくださ

い。請求書発行後のお取り消しは、承ることができませんのでご了承下さい。 

 

3. 天災等、不可抗力による中止などについて 

天災（地震、津波、火災、その他、またそれらに伴う交通機関の遅延や停

止、付随する災害など）やその他不可抗力の原因によりやむを得ず会期を変

更、または開催を中止することがあります。 

会期を変更、または開催中止の場合、お申込み費用等の払い戻しができない

場合がありますので、その旨ご了承ください。 

  



リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

共催セミナー 申込書 

 

申込日 西暦    年   月  日 

貴社名  

代表者名              （役職） 

ご担当部署  

ご担当者名  

ご連絡先 ご住所  

 電話番号  

 E-mail  

ご希望日、会場 第1希望 （希望日）  （希望タイプ）  （弁当数）   （金額） 

第2希望 （希望日）  （希望タイプ）  （弁当数）   （金額） 

セミナーテーマ  

リンク先URL  

座長・演者 座長 （お名前）         （ご所属） 

演者 （お名前）         （ご所属） 

その他連絡事項などあればご記入下さい。 

 

＊お申込の際、併せて年次大会ホームページ掲載用のバナー画像データ（幅：280 px； 

高さ：成り行き； 解像度：72 dpi）、およびリーフレット掲載用のロゴの画像データ（幅：1180 

px； 高さ：成り行き； 解像度：300 dpi）を添付にてお送りください。 



リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

付設展示 申込書 

 

申込日 西暦    年   月  日 

貴社名  

※展示バックパネルの企業社名表示板に記載されます 

代表者名              （役職） 

ご担当部署  

ご担当者名  

ご連絡先 ご住所  

 電話番号  

 E-mail  

ご希望小間数 基礎小間 （200,000円／小間）×   小間＝         円 

スペース利用 （別途ご相談下さい。） 

出展物  

その他連絡事項などあればご記入下さい。 

＊お申込の際、併せて企業社名表示板掲載用ロゴの画像データ（表示板サイズ 幅：900 

mm、高さ：250 mmで鮮明に印字される解像度）を添付にてお送りください。 



リサーチ・アドミニストレーター協議会第4回年次大会 

バナー及びロゴ広告 申込書 

 

申込日 西暦    年   月  日 

貴社名  

代表者名              （役職） 

ご担当部署  

ご担当者名  

ご連絡先 ご住所  

 電話番号  

 E-mail  

リンク先URL  

その他連絡事項などあればご記入下さい。 

＊お申込の際、併せて年次大会ホームページ掲載用のバナー画像データ（幅：280 px； 

高さ：成り行き； 解像度：72 dpi）、及び年次大会リーフレット掲載用のロゴの画像データ

（幅：1180 px； 高さ：成り行き； 解像度：300 dpi）を添付にてお送りください。 

 


