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アジア園芸学会議（AHC）は、アジア各国・地域の園芸科学者が一堂に会し、4 年ごとにアジ

アで開催される最も大きな園芸学の国際会議です。AHC は、45 億人が暮らし、果樹、野菜、花

の生産、加工、流通など、巨大な園芸産業と市場があるアジア各国・地域において、園芸科学者

のコミュニティを構築し、相互交流と科学の発展を促すことを目的に、2008 年に韓国で初めて

開催されました。 

2012 年には第 2 回 AHC を日本で開催する予定でしたが、東日本大震災の影響で中止を余儀な

くされました。これまでに第 2 回 AHC（AHC2016）が中国で、第 3 回 AHC（AHC2020、

COVID19 のためハイブリット形式で開催）がタイで開催されています。次回の第 4 回 AHC

は、本来は 2024 年の開催ですが、2023 年が園芸学会設立百周年にあたるため、日本が 2023 年

の開催に立候補し、AHC2020 において一般社団法人園芸学会主催により 2023 年に開催される

ことが決定いたしました。コロナ感染症の影響により対面での開催も危ぶまれた状況でしたが、

昨今の状況を鑑み、2023 年 8 月に東京大学本郷・弥生キャンパスにおいて、この AHC2023 が

対面にて開催されることとなりました。 

一般社団法人園芸学会では春秋の 2 回、国内大会を開催しており、毎回 700～1000 名の参加

があります。2023 年には秋季大会は開催せず、AHC2023 へ多数の方が参加されますようはたら

きかけているところです。また、アジア各国・地域の園芸学会には、それぞれの国・地域から多

数の方が参加されますよう後援をお願いしているところです。AHC2023 をコロナ感染症の影響

で縮小していた研究交流を再び活性化させるチャンスととらえ、関係機関、企業の皆様、そして

ご参加いただく園芸学にかかわる研究者、関係者の方々のご理解とご賛同をいただき、大会を盛

り上げていきたいと考えております。本会議の開催趣旨に何卒ご理解を賜り、AHC2023 の成功

のためにご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

AHC2023・百周年記念事業 実行委員長 

河鰭 実之 

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

 



1 

開 催 概 要 

 

1. 会議の名称 

 英文名： AHC2023 (The 4th Asian Horticultural Congress) 

和文名： 第四回アジア園芸学会議 

 

2. 主催機関及び責任者名 

1) 主催機関 

一般社団法人園芸学会 

2) 責任者 

AHC2023・百周年記念事業実行委員長 河鰭 実之 

（東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 教授） 

 

後援（予定） 

国際園芸学会 

 中国園芸学会 

 韓国園芸学会 

 タイ園芸学会 

 台湾園芸学会 

  インドネシア園芸学会 

日本熱帯農業学会 

  

3. 会期 

2023 年 8 月 28 日（月）- 31 日（木）  

 

4. 会場 

東京大学 本郷・弥生キャンパス 

伊藤国際学術研究センター（東京都文京区本郷 7-3-1）および 

弥生講堂等（東京都文京区弥生 1-1-1） 

  

5. 会議の目的と開催意義 

来る 2023 年 8 月に、AHC2023（The 4th Asian Horticultural Congress, 第四回アジア園芸学

会議）が東京にて開催されます。2023 年は、日本の園芸学会の創立百周年にあたる節目の年

となります。この百年の間にアジア地域における園芸産業と園芸に関する科学・技術は大きく

発展しました。AHC2023 は、次の百年のわたしたちの食と環境を支える持続的で革新的なイ

ノベーションの創出へ向けた研究活動の活性化を目的とし、アジア地域を中心とした世界の研

究者や専門家が一堂に会し、園芸に関する基礎的な研究から実践的な研究まで、様々な研究に

ついて議論し、情報交換を行う場を提供します。 
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6. 事務局 

1) 主催機関事務局（実行委員会事務局） 

一般社団法人園芸学会  AHC2023・百周年記念事業実行委員会  

事務局長 津釜 大侑 

〒188-0002 東京都西東京市緑町 1－1－1 

東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構内 

E-mail：info@ahc2023.org 

 

2) 運営事務局（AHC2023 事務局） 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12 階 

E-mail：ahc2023@jtbcom.co.jp 

 

7. 開催内容 

1) テーマ 

Heritage and Innovation for Future Asian Horticulture 

 

2) プログラム 

園芸学会設立百周年記念式典 

開会式、基調講演 

招待講演、一般講演（口頭発表）、ポスター発表 

エクスカーション 

 

3)   日程表（予定） 

日 程 午 前 昼 午 後 

8 月 28 日(月)   
園芸学会設立百周年記念式典・ 

開会式、基調講演 
 

8 月 29 日(火) 
招待講演・口頭発表 ランチョンセミナー ポスター発表 

ポスター掲示／機器展示 

8 月 30 日(水) 
招待講演・口頭発表 ランチョンセミナー ポスター発表 

ポスター掲示／機器展示 

8 月 31 日(木) エクスカーション ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 

 

4) 使用言語 

英語 
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5) 参加予定者数 

500 名 (うち海外 200 名 国内 300 名) 

 

6) 主な参加国・地域（15 カ国/地域） 

中国 

韓国 

タイ 

インドネシア 

台湾 

インド 

シンガポール 

マレーシア 

オーストラリア 

ニュージーランド 

フィリピン 

スリランカ 

ネパール 

バングラデシュ 

イラン 
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8. 収支予算 

【収入の部】     

科目 金額（円）   

1.参加費 28,400,000   

      

2.助成・補助金 1,500,000   

      

3.協賛金 4,400,000   

      

4.寄付金 300,000   

      

収入合計 34,600,000   

      

【支出の部】     

科目 予算額（円）   

1. 事前準備費 8,300,000    

事前準備人件費 2,500,000    

印刷・制作費 1,600,000    

通信運搬費 300,000    

広報費  2,000,000    

参加登録関係費 1,600,000    

委員会活動費・会議費 300,000    

      

2. 当日運営費 21,500,000    

会場借り上げ費 4,800,000    

機器レンタル 1,800,000    

会場制作施工費 2,900,000    

当日運営人件費 3,000,000    

招聘費 1,400,000    

アワード，奨励費 200,000    

懇親会関係費 3,300,000    

飲食費 1,500,000    

エクスカーション費 2,600,000    

      

3. 事後処理費 4,800,000    

      

合計 34,600,000    
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9. 実行委員会名簿 

 

委員長 河鰭 実之 東京大学 

副委員長 近藤 悟 千葉大学 

事務局長 津釜 大侑 東京大学 

事務局 彦坂 晶子 千葉大学 

委員 石森 元幸 東京大学 

委員 稲葉 善太郎 静岡県立農林環境専門職大学 

委員 黒倉 健 宇都宮大学 

委員 齋藤 隆德 千葉大学 

委員 菅谷 純子 筑波大学 

委員 鈴木 栄 東京農工大学 

委員 田尾 龍太郎 京都大学 

委員 鉄村 琢哉 宮崎大学 

委員 中山 真義 農研機構野菜花き研究部門 

委員 羽山裕子 農研機構果樹茶業研究部門 

委員 樋口 洋平 東京大学 

委員 本多 親子 東京大学 

委員 山根 久代 京都大学 

委員 矢守 航 東京大学 

 

 

10. ご案内項目 

◆ 寄付金 

◆ 広告 

１）共催セミナー 

２）ホームページバナー広告 

３）プログラム掲載広告 

４）スポンサービデオ放映 

５）企業展示 
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【募集要項】 

 

◆ 寄付金 

 

1． 寄付の対象        

AHC2023 (The 4th Asian Horticultural Congress) 

 

2． 募集期間   

2022 年 6 月 20 日（月）～ 2023 年 8 月 24 日（木） 

 

3． 寄付金の用途  

AHC2023 の準備・運営の資金に充填 

 

4． 金額 

一口      50,000 円（二口以上で規定人数まで会議に無料で出席できます） 

        

5． 寄付金責任者  

 河鰭 実之  （AHC2023・百周年記念事業実行委員長） 

 

6． 申込み方法 

 お申込情報の誤入力等を防ぐため、オンライン登録・申込を採用させていただいており

ます。お手数ではございますが、以下のページからご登録・お申込いただけますよう願い

申し上げます。 

 

     https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/ 

      

7． お問合せ先 

AHC2023 事務局  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 内  

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12 階 

E-mail：ahc2023@jtbcom.co.jp 

  

https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/
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◆ 広告 

 

内容と申込み締切 

1）共催セミナー   2023 年 4 月 10 日（月） 

2）ホームページバナー広告  2023 年 7 月 31 日（月） 

3）プログラム掲載広告  2023 年 5 月 31 日（水） 

4）スポンサービデオ   2023 年 5 月 31 日（水） 

5）企業展示    2023 年 6 月 30 日（金） 

 

 

お申込み先 

    https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/ 

 

 

お問合せ先 

AHC2023 事務局  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 内  

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12 階 

E-mail：ahc2023@jtbcom.co.jp 
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１）共催セミナー 

 

1. 開催日時・会場名・共催費用 

 

 
枠記号 

開催日時 

（予定） 
会場名 

席数 

（予定） 

共催費用 

（税込） 

ランチョ

ンセミナ

ー 

LS1 
8 月 29 日(火) 

昼頃 

(60 分) 

第１会場 (伊藤国際学術研究センター) 200 席 \ 550,000 

LS2 第 3 会場 (農学部一号館) 130 席 \ 330,000 

LS3 
8 月 30 日(水) 

昼頃 

(60 分) 

第１会場 (伊藤国際学術研究センター) 200 席 \ 550,000 

LS4 第 3 会場 (農学部一号館) 130 席 \ 330,000 

 

※ 座席数は、仕様により増減する可能性がございます。予め、ご了承ください。 

※ 数社共催によるお申込みも可能です。 

※ 多数のお申込みを頂き定数を超えた場合は、別時間帯に変更になる可能性がございます。 

 

2. 共催費用に含まれるもの 

1) 会場使用料、照明費用 

2) 基本機材使用料（以下参照） 

・映像機材：液晶プロジェクター1 面投影（機材、スクリーン、映像オペレーター人件費 

    含む） 

・音響：座長席・演者席・進行席のマイク各 1 本、質疑応答用フロアマイク 

・備品：卓上ライト、レーザーポインター、資料・弁当配布用テーブル 

※今後の情勢を鑑み、収容席数を減らす場合や、ウェブのみでの開催となります場合も、会

場・機材・ウェブ環境設定に係る費用が発生しますため、共催費用は据え置きとさせてい

ただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

3. 貴社にてご負担いただくもの 

1)  参加者飲食：お手配につきましては、事務局で内容を決定し、以下の同一金額にて

AHC2023 事務局が集約し、一括して行います。 

内容：折詰弁当・お茶付、\1,500/個 消費税別（予定） 

数量：席数の最低 8 割程度 

2)  運営人員：アナウンス、進行係、照明係、お弁当・資料配布、回収係等の当日運営スタッフ 

3)  接遇費： 座長・講演者の交通費（渡航費含む）、宿泊費、謝礼等 

※座長・講演者との連絡につきましては、基本的に貴社にてお願いいたします。 

4)  看板、チラシ等の制作費用： 当日会場前看板、控室前看板、机下紙 
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5)  控室料金： 控室利用料および控室での飲食、追加機材費等 

※共催費用に含まれないお弁当、備品、機材などに関する手配のご発注は、開催約 1 ヶ月前 

に送付予定の“セミナー運営実施要項”にてお伺いします。 

 

4. 開催枠 

1) 開催枠の最終決定につきましては、実行委員会にご一任ください。 

2) 開催枠に限りがあるため、ご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。 

3) 申込社が、事務局の許可なく開催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。 

 

5. 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・演者の選出についても貴社に一任いたしますが、セ

ミナーの企画内容や講師が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場合がござい

ます。 

※ 座長、演者、演題名が未定の場合は、決まり次第お知らせください。 

 

6. 抄録原稿の提出 

「AHC2023 アブストラクトブック」（PDF データ版）及び「AHC2023 プログラムブック」

に、セミナー抄録を掲載することができます。 

詳細はセミナー開催枠確定後にご案内させて頂きます。 

 

7. 当日運営の詳細 

参加者飲食、控室、追加機材等の手配につきましては、開催 1 ヶ月前頃に改めて AHC2023

事務局よりご案内いたします。なお、追加手配にかかる費用につきましては、手数料として手

配総額の 15％を申し受けますので、予めご了承ください。 

 

8. 申込み締切 

  2023 年 4 月 10 日（月） 
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２）ホームページバナー広告 

 

1. 掲載サイト 

https://ahc2023.org/ 

 

2. 掲載期間（予定） 

申込み受付完了およびデータ受信時 ～ 会期終了 

 

3. データファイル仕様（予定） 

1) サイズ：下記 5.内記載の仕様参照  

2) ファイル形式 GIF、JPEG、PNG 

 

4. バナー広告掲載料、募集数（予定）    

種類 単価（税込） 仕様 募集数 

バナー（大） \165,000 横 260px × 高さ 100px ２枠 

バナー（小） \110,000 横 182px × 高さ 70px ２枠 

 

5. 掲載枠の決定 

1)  掲載枠の最終決定につきましては、実行委員会にご一任ください。 

2)  申込社が、AHC2023 事務局の許可なく掲載枠を第三者に譲渡、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。 

 

6. バナーデータの入稿方法 

1) バナーデータは、貴社にて作成の上、AHC2023 事務局（ahc2023@jtbcom.co.jp）へ 

E-mail の添付ファイルにて送信してください。 

2) リンク先のホームページ URL をメール本文に明記してください。 

3) 当方ではデータの作成はいたしません。 

 

7. 申込み締切 

2023 年 7 月 31 日（月） 

 

8. データ提出期限 

2023 年 8 月 10 日（木） 必着 

https://ahc2023.org/
mailto:ahc2023@jtbcom.co.jp
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３）プログラム掲載広告 

 

1. 掲載誌名 

・AHC2023 アブストラクトブック（PDF データ版） 

・AHC2023 プログラムブック 

 

2. 規格 

1) アブストラクトブック 

  A4 判・PDF データ形式、電子版を参加者に配布（印刷物は作成致しません） 

2) プログラムブック 

 A4 判・PDF データ形式、印刷したものを参加者に配布 

 

3. 会議参加者 発行部数（版型） 

500 部（A4 版 縦 297mm×横 210mm） 

 

4. 掲載誌作成費 

媒体作成費： 800,000 円  

※アブストラクトブック製作費及びプログラム冊子作製・カラー印刷費 

 

5. 広告掲載料、募集数（予定） 

掲載ページ 単価（税込） 仕  様 募集数 

表 2（表紙裏） 1 ページ \165,000 
A4 縦（縦 27cm×横 18cm 程度）

カラー 
1 枠 

表 3（裏表紙裏） 1 ページ \110,000 
A4 縦（縦 27cm×横 18cm 程度）

カラー 
1 枠 

後付 1 ページ \55,000 
A4 縦（縦 27cm×横 18cm 程度）

カラー 
2 枠 

 

6. 掲載ページの決定 

1)  広告掲載ページ割等の最終決定につきましては、実行委員会にご一任ください。 

2)  表 2・表 3 につきましては、ご希望に添えない場合がございますが予めご了承願います。 

3)  申込社が、AHC2023 事務局の許可なく掲載ページ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。 
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7. 広告原稿の入稿方法 

広告原稿： 完全版下データを AHC2023 事務局（ahc2023@jtbcom.co.jp）宛にお送りくだ

さい。 

 

8. 申込み締切 

2023 年 5 月 31 日（水） 

 

9. データ提出期限 

 2023 年 6 月 9 日(金) 必着 

 

10. プログラム発行予定日 

2023 年 8 月 21 日（月） 

※広告掲載会社には１部進呈いたします。（会期後送付予定） 
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４）スポンサービデオ 

 

1. 内容と仕様 

1) 会期中のセッション前、セッションの幕間および休憩時間帯に放映します。 

動画：約 5 分以内  

2) 仕様 

放映回数 放映箇所 単価（税込） 募集数 

3 回 基調講演（1 課題）＋招待講演＋その他 330,000 円 1 件 

2 回 招待講演（6 課題のうちの 1 課題）＋その他 165,000 円 1 件 

1 回 休憩時間（1 回）休憩時 55,000 円 2 件 

 

2. 申込み締切 

2023 年 5 月 31 日（水） 

 

3. データ提出期限 

2023 年 7 月 31 日（月） 

※当方ではデータの作成はいたしません。 

提出方法については、お申込者様へ別途ご連絡致します。 

 

4. 留意事項 

1) 5 分のビデオを標準とします。 

2) 放映時間帯および回数は「１．内容と仕様」を原則とします。 

3) 5 分以内の場合も金額は同じです。 

4) ビデオファイルの総再生時間を申込み時に記入してください。 

5) 既存の動画の場合は 5 分 30 秒まで許容範囲としますが、申込み後に作成する場合は 5 分に

収まるように作成してください。 

6) 言語については、英語にてお願いします。 

7) 申込期限前に放映可能な数を超えた場合は、締切日を繰り上げて受付を終了します。 

8) 放映のタイミングは、実行委員会に一任ください。 
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５）企業展示 

 

1. 展示日程（予定）、会場 

2023 年 8 月 29 日（火） 9：30～19：00 

2023 年 8 月 30 日（水） 9：30～18：00 

 ※プログラムの都合により変更になる場合があります。 

 ※後日発行する展示マニュアルにてご確認ください。 

展示会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター  B2F 多目的スペース 

 

2. 基礎小間仕様、料金 

1) 展示料金：1 小間  110,000 円（税込） 

2) 募集数 ：10 小間  

3) 小間仕様： 

1 小間のサイズは、180cm×45cm×75cm（高さ）（机１台の大きさです。）です。 

展示机 1 台、椅子 3 脚 を用意いたします。装飾の布はご用意ください。 

 

3. 搬入について 

カタログ、小型の展示物に限り、宅配便での搬入が可能です。お申込み後に展示担当の

（株）萬昇堂より「展示連絡票」をお送りいたします。発送物・個数をお知らせください。 

※開催会場の都合上、指定の受付期日のみお預かりいたします。 

 

4. 申込みについて 

申込み締切：2023 年 6 月 30 日（金） 

お申込みは、以下のページから行っていただけますようお願いいたします。 

https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/ 

後日、展示担当の（株）萬昇堂より詳細を記載した、「展示連絡票」をお送りいたしますの

で、お手元に届きましたら、ご返信をお願いいたします。 

 

5. その他 

1) 電源につきましては１００Ｖのみとなります。 

   電源の必要な方は必ず申込書にご記入いただきますよう、お願いいたします。 

2) 会場の関係で大容量電源をお取り出来ません。容量が大きい場合は、各社様でご用意を 

お願いいたします。 

3) 搬入・搬出時は大型車での搬入は出来ません。 
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※詳細事項については、お申込みをいただきました後、詳細案内にて、お知らせいた 

します。 

 

6. 問合せ先 

  AHC2023 事務局（ahc2023@jtbcom.co.jp） 
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申込方法とお支払いについて 

 

 

 

1. 申し込み方法 

各種協賛申込みは、オンライン登録を採用させていただいております。会議ホームページ内

「協賛・寄付申込」より、ご登録をお願いいたします。FAX の未着、お申込情報の誤入力等 

を防ぐため、お手数ではございますがオンライン登録にご協力頂きたくお願い申し上げす。 

 

URL ： https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/ 

 

 

＜お申込みの流れ＞ 

1. 

担当者登録 

 2.   

マイページログイン 

 3.  

マイページ内、メインメニュー 

より各種申込み登録 

 

登録後、ID が 

メールで届きます。 

  

 ご自身で設定頂いた

パスワードと、メー

ルで届いた ID を入

力してログインくだ

さい。 

  

 ご希望の協賛内容を選択

し、必要事項を入力の上、 

ご登録をお願いします。 

各種お申込み完了後、確認

メールが届きます。 

 

 

※推奨ブラウザ 

Microsoft Edge（最新版）、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降 

 

2. お支払い 

開催枠決定通知後に寄付金・協賛費に関する請求書をお送りさせていただきますので、期日

までに下記の銀行口座にお振込みください。 

尚、期日までにご入金が確認できない場合は、お申し込みを取り消しする場合がございます

ので予めご了承ください。 

また、原則として領収証は発行せず、「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領

収証に代えさせていただきます。 

 

受付開始日：2022 年 6 月 30 日 以降 

https://secure.visitors.jp/entry/ahc2023/
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<お振込み先> 

 
 

3. キャンセルポリシー 

1) 原則として、申込み後の取り消しは出来ません。 

2) やむを得ずお申込みを取り消される場合は、キャンセル料として寄付金・協賛費の 100％

が発生致しますので、予めご了承ください。天災・その他のやむを得ない事情、並びに主

催機関および AHC2023 事務局の責任に帰し得ない原因により会議の開催日時、開催形式

を変更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。ま

た、協賛社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消しまたは契約を解除することは

出来ません。 

 なお、前述の原因により会議の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決

定いたします。 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

申し込みに際しお預かりしたお名前、メールアドレス等の個人情報は、AHC2023 における

寄付・広告に関する請求書発行等の業務処理、契約関係処理および業務上のご連絡のためにの

み利用し、第三者へ提供することはしません。 

 

三菱 UFJ 銀行 武蔵境支店 

464-0475037 

「AHC2023・百周年記念事業実行委員会 委員長 河鰭実之」 

エイエイチシーニゼロニサン ヒャクシュウネンキネンジギョウジッコウ 

イインカイ カワバタ サネユキ 

カワバタサネユキ （エイエイチシーニゼロニサン） 


