第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会

（JCVIM 2018）

ご協賛のお願い
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●

ご

挨

拶

●

第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM 2018）の開催にあたって
前回の日本獣医内科学アカデミー学術大会におきましては、皆様にご尽力いただき、おかげさまで合計3,000名以上の
方のご参加を得て充実した学術交流の場を提供することができました。大会長として心から御礼申し上げます。次回2018
年2月に開催するJCVIM 2018におきましても引き続き私が大会長を務めるとともに、亘敏広先生が実行委員長として、ま
た桃井康行先生がプログラム委員長として大会の舵取り役を果たすことになります。

今回も、教育講演、シンポジウム、研究発表、ドライラボ、ワークショップ、双方向講義（クリッカー使用）といった
多彩なセッション形態を使用し「参加者にとって魅力的なプログラム」を提供することを第一の目標として準備を進めて
いきたいと考えています。そのため共催学術団体の方々にご不便をおかけすることもあるかと思いますが、大会全体の充
実を図るためとご理解いただければ幸いです。JCVIM 2018におきましても、参加者の皆様、ご講演いただく先生方、ス
ポンサーの各企業様、共催学術団体の方々、また学生アルバイトの皆さんにご協力いただきながら、実行委員一同で実り
ある学術大会を開催するために努力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会・大会長
東京大学大学院農学生命科学研究科・教授 辻本 元

●

学術大会の概要

●

１.名称：第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM 2018）
２.主催：一般社団法人日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）
３.開催日程：2018年2月16日（金）〜18（日）
４.開催場所：パシフィコ横浜
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●

協賛内容

●

1）
プレミアムパッケージスポンサー
＜プラチナ＞
募集数：１社

（原則３年以上参加していただいている企業対象）

協賛費：4,000,000円（5,400,000円相当）
パッケージ内容
（1）展示ブース４コマ

（場所決めの優先権付）

（2）企業主催プログラム協賛
（3）展示会場バナー

２コマ（時間決めの優先権付）

半分

（4）看板へのロゴ掲載（大）

パシフィコ前、タイムスケジュール看板

（5）学会HPへのロゴ掲載とジャンプ機能付きバナー
（6）抄録、当日プログラムへの広告

各１ページ、PDFファイルへの広告挿入

（7）コングレスバッグへのロゴ掲載
（8）開催期間中のクローズドセミナーの開催（小会場

３コマまで）

（9）会場協賛（セミナー協賛）800,000円分
(10) 懇親会での挨拶
(11) 開催後懇親会のスポンサー
＜ゴールド＞
募集数：２社程度（原則３年以上参加していただいている企業対象）
協賛費：3,000,000円（4,000,000円相当）
パッケージ内容
（1）展示ブース４コマ

（優先順位２番）

（2）企業主催プログラム協賛
（3）展示会場バナー

２コマ（時間決めの優先権付２番）

１つ

（4）看板へのロゴ掲載（中）

パシフィコ前、タイムスケジュール看板

（5）学会HPへのロゴ掲載とジャンプ機能付きバナー
（6）抄録、当日プログラムへの広告

各１ページ、PDFファイルへの広告挿入

（7）ボールペンまたはノート協賛
（8）会場協賛（セミナー協賛）500,000円分
＜シルバー＞
募集数：5社程度
協賛費：1,500,000円（1,900,000円相当）
パッケージ内容
（1）展示ブース2コマ

（展示会場内）

（2）看板へのロゴ掲載（中）

パシフィコ前、タイムスケジュール看板

（3）学会HPへのロゴ掲載とジャンプ機能付きバナー
（4）ランチ協賛
（5）コングレスバックへのチラシ封入
（6）会場協賛（セミナー協賛）500,000円分

2）
企業主催プログラム協賛

500,000円

これまでのランチョンセミナーに代わる企業主催プログラムで、一般演題（研究発表・症例検討）と同じ時間帯に
340〜440名収容の広い会場で行う予定です。上記価格は1コマ（45分）単価となります。
講師費用は別途、貴社にてご負担ください。
なお、プログラム内容につきましては調整をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

3）
会場協賛（セミナー協賛）
1コマ

※プログラム決定後あらためてご案内致します。

70,000〜250,000円（予定）

注１. プログラムに会社名・ロゴ等の掲載、会場に会社名・ロゴ等の掲示、講演開始前に数分の企業PRプレゼンテーション可
注２. 曜日・時間帯・派遣講師等により料金がかわります。

14th_jcvim2018.indd

4

2017/06/29

10:13:46

4 ）抄録集 広告協賛

5）当日プログラム 広告協賛

①．裏表紙（カラー）

１頁 （2社）

250,000円

②．表紙裏（カラー）

１頁 （2社）

200,000円

③．裏表紙裏
（カラー） １頁 （2社）

150,000円

④．
１日目プログラム目次対頁
（モノクロ）

70,000円

⑤．
２日目プログラム目次対頁
（モノクロ）

70,000円

⑥．後付け 1頁（モノクロ）

50,000円

⑦．
後付け １/２頁（モノクロ）

30,000円

①．裏表紙（カラー）

１頁 （1社）

250,000円

②．表紙裏（カラー）

１頁 （1社）

200,000円

③．裏表紙裏
（カラー） １頁 （1社）

150,000円

注 ご応募いただいた企業様のご希望をできる限り配慮して割付を行いますが、
申し込みが複数社重複した場合は、
別途調整をお願いする場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

6）展示ブース
展示会場内

1小間

250,000円

ホワイエ

1小間

200,000円

7）展示会場内バナー協賛

注1．
バックパネル、コンセント、テーブル・イス
一式が含まれます。
注2．
社名板、コンセント（所定以上の追加に対
して）、アームスポット等は別途実費を申し
受けます。
注3．
ご応募いただいた企業様のご希望をでき
る限り配慮して割付を行います。
注4．
申込状況によって申込小間数の制限をとる
場合がございます。

（両面仕様 ： センター） 500,000円
（両面仕様 ： 海側)

400,000円

（片面仕様）

300,000円

展示ブース協賛に4小間以上お申込の企業様のみ、
お申込可能とさせていただきます。
最終的な場所の決定については、実行委員会にご一任頂くようお願い申し上げます。

8）JCVIM Award

各企業名によるAwardの授与を懇親会場内で行うことを予定しております。

（申込みが多くなった場合は、別途調整させていただく場合がございます。）
ご希望される企業は、別紙申込書の希望項目にチェックしてご提示ください。

9）懇親会協賛

1,000,000円

懇親会会場内看板に社名ロゴを表示いたします。

10）
ランチ協賛

500,000円

展示スペースでの昼食提供です。募集口数：3口

11）
ホームページバナーロゴ

150,000円

12）
コングレスバックへのチラシ封入

100,000円

13）看板協賛

50,000円

コングレスバックへチラシを1点封入いたします。
プログラム看板等に社名ロゴを表示いたします。
（申込みが多い場合、
別途ご調整させていただく場合がございます）

１4）参加者証台紙協賛

300,000円

社名ロゴを表示いたします。

15）
ボールペン協賛

500,000円

社名ロゴを表示いたします。

16）
ノート協賛

500,000円

社名ロゴを表示いたします。

17 ）
コングレスバック協賛

400,000円

社名ロゴを表示いたします。

１8）参加者証ストラップ協賛

600,000円

社名ロゴを表示いたします。

※15）、
16）、
17）、18）協賛は物納協賛も歓迎いたしますので、
ご相談ください。
※協賛費はすべて税別です。
※掲載金額には変更が生じる場合がございますので、その場合には別途ご連絡させていただきます。

締切り日：2017年9月29日
（金）
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●

お申込要項

●

① お申込は2017年9月29日
（金）を締切とさせていただきます。
② お申込みは、学会ホームページ内「ご協賛はこちら」より、オンライン登録
をお願いいたします。
学会ホームページURL：http://www.jcvim.org/
※基本的にTEL及びFAXによる申込み受付はいたしませんので、予めご了承
ください。なお、インターネット環境のない方は、申込書のご準備もござ
いますので、事務局にお問合せください。
＜お申込みの流れ＞
1. 新規申込者登録

2. マイページログイン

3. マイページMENU
より各種申込み登録

登録後、申込みIDが
メールで届きます。

メールで届いた
申込みIDと設定した
パスワードを入力して
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
Internet Explorer 11以降、Firefox 23.0以降、Chrome 28.0以降
※個人情報の利用目的
お名前、メールアドレス等の個人情報は、協賛申込に関して、請求書、
領収書、本件に関する連絡以外の目的には利用しません。
又、個人情報は第三者へは開示いたしません。
※ お申込書確認後、事務局より請求書をお送り申し上げます。
※ 請求書記載の期日までに指定口座にお振込願います。

●

キャンセル料について

●

事務局にてお申込書受領後、貴社のご都合でキャンセルされる場合には、
ご連絡いただきました時点で下記の通りキャンセル料が発生いたします。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
（１）開催３ヶ月前まで

取消料なし

（２）開催２ヶ月前まで

ご協賛総額の50%相当額

（３）開催１ヶ月前まで

同

70%相当額

（４）開催１ヶ月前から当日まで

同

100%相当額

●

お問合せ先

●

第14回 日本獣医内科学アカデミー学術大会事務局
〒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
株式会社JTBコミュニケーションデザイン プロデュース2局内
TEL: 03-5657-0773 FAX: 050-3730-3977
メールアドレス: jcvim@jtbcom.co.jp
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