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会 期︓2022 年 2 月 18 日（⾦）〜3 月 21 日（月） 

主 催︓一般社団法人日本獣医内科学アカデミー（JCVIM） 



● ご 挨 拶 ● 

 
 
 
 
 
 

 

オンラインだからこそできる魅⼒ある学会 〜アジア各国と結んで〜 
    

前回の第 17 回日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM2021）は初めてオンラインで開催させていただきましたが、 

おかげさまで 2000 名以上の参加者をお迎えして充実した学術大会となりました。人と人とが会って実際に交流できる機会が 

失われたことはとても残念ですが、オンラインによる利便性や視認性の良さが評価されたことは大きな収穫と思います。 

 

第 18 回の学術大会（JCVIM2022）もオンラインで開催致しますが、今回はオンライン開催を生かしてアジア獣医内科学会 

（AiSVIM）との共催セッションも企画しております。日本獣医内科学アカデミーは「参加者にとって魅⼒ある学会」を提供する 

ために実⾏委員一同で努⼒して参りますので、皆様のご参加をお待ちしています。  

 

 

 

 

 

 

第 18 回日本獣医内科学アカデミー学術大会・大会⻑   

日本動物⾼度医療センター（JARMeC）東京病院  辻本  元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●学術大会の概要● 

 
 

１. 名称︓第 18 回日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM2022） 
 
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︓2022 年 2 月 18 日（⾦）〜3 月 21（月） 

 
４. 開催形式︓完全オンライン 

 
  
 
 

 



 

● 協賛内容 ● 

 

1) 企業主催プログラム協賛（オンデマンド配信） 

プログラム内容・講師の決定は、協賛企業に一任いたしますが、企画の重複があった場合、 
プログラム内容につきまして実⾏委員会から調整をお願いする場合もありますので、ご了承ください。 

 

募集枠・協賛費 

A︓550,000 円/税込（１枠︓45 分以内） 

B︓330,000 円/税込（1 枠︓25 分以内） 

形式︓録画した講演動画のオンデマンド配信 

配信期間︓2022 年 2 月 18 日（⾦）〜 3 月 21 日（月） 

募集数︓制限なし（※複数枠応募可） 

 協賛費に含まれるもの 
・オンライン会議プラットフォーム使⽤料 
・各社プログラム開始前にショートＰＲ動画（１〜３分）の挿入 
・ロゴ掲載（4 か所︓学会 HP、プラットフォーム内「協賛企業リスト」、プログラム表、PDF 版抄録集） 
・プラットフォーム内「協賛企業リスト」にロゴ・紹介文の掲載 
・該当抄録（PDF）に広告挿入（フルカラーA4/1 ページ） 

 協賛費に含まれないもの 
・オンデマンド配信⽤ 講演動画制作費⽤ 
・講師諸経費（講演料・旅費、等） 
・ショート PR 動画制作費⽤、ロゴ、バナー等広告制作費⽤ 

 
 

2) セミナー協賛  ※プログラム決定後申込みを開始いたしますので、詳細はあらためてご案内致します。HP をご確認ください。 

(11 月中旬予定)。 

協賛費︓1 コマ 55,000〜330,000 円/税込（予定）   

注) プログラム内容により料⾦が異なります。 

  形式︓録画した講演動画のオンデマンド配信 

配信期間︓2022 年 2 月 18 日（⾦）〜 3 月 21 日（月） 

募集数︓制限なし（※複数枠応募可） 

 協賛費に含まれるもの 
・オンライン会議プラットフォーム使⽤料 
・講演開始前にショート PR 動画（１〜３分）の挿入可 
・ロゴ掲載（4 か所︓学会 HP、プラットフォーム内「協賛企業リスト」、プログラム表、PDF 版抄録集） 
・プラットフォーム内「協賛企業リスト」にロゴ・紹介文の掲載 
・該当抄録（PDF）に広告挿入（フルカラーA4/1 ページ） 
・講師諸経費 

 協賛費に含まれないもの 
・ショート PR 動画制作費⽤、ロゴ、バナー等広告制作費⽤ 

 
 



 
３）JCVIM Award（研究、臨床研究、症例検討、看護） 

協賛費︓77,000 円/税込（+副賞） 

募集数︓４社 

 

 協賛費に含まれるもの 
・社名掲載（ホームページ内の JCVIM Award ページへ受賞者名とともに掲載） 
 →※受賞者は、主催者にて決定いたします。 
・ロゴ掲載（4 か所︓学会 HP、プラットフォーム内「協賛企業リスト」、プログラム表、PDF 版抄録集） 
・プラットフォーム内「協賛企業リスト」にロゴ・紹介文の掲載 
・該当抄録（PDF）に広告挿入（フルカラーA4/1 ページ または 1/2 ページ） 

 協賛費に含まれないもの 
・副賞 

 

 

４) 一括ダウンロード PDF 版抄録集 広告協賛  

     媒体仕様︓抄録集はすべて PDF ダウンロード方式（紙媒体抄録集の作成・販売は無し） 

     募集枠・協賛費︓ 

 

 
 

 協賛費に含まれるもの 

・ロゴ掲載・PR 文章掲載（PDF 版抄録集） 

■掲載内容と各仕様 

① 抄録集広告 
広告仕様︓サイズ A4 縦、カラー４Ｃ 
広告版下締切︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
原稿は完全版下、PDF データ（解像度 350dpi 以上）をご⽤意の上、オンライン受付 
のマイページより、アップロードをお願いいたします。なお 5MB 以上のデータの場合、 
運営事務局まで添付ファイルにて送信してください。 

② 企業ロゴ 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上（大きい分には当方にて縮小致します。） 
・ファイル形式︓ JPEG、PNG 
・データ容量︓4KB 以内（4KB 以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等の PC 以外の 

デバイスで視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 

③ PR 文章 
・文字数︓150 字以内 
 

■企業ロゴデータ・PR 文章提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※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。 
 

  

広告Ａ １ページ 55,000 円/税込 

広告Ｂ 1/2 ページ 33,000 円/税込 

注） 抄録集 PDF 内での掲載順については、事務局へ一任いただきます。あらかじめご了承ください。 
（企業主催セミナースポンサーの後ろに掲載予定） 

 



 

５）バナー広告（アカデミー ホームページ） 

協賛費︓110,000 円/税込  
 

募集数︓制限なし 

掲載箇所︓アカデミーホームページトップ（※例年どおり） 

 

■掲載内容と各仕様 

①企業ロゴ または バナー 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上（大きい分には当方にて縮小致します。） 

・ファイル形式︓GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

・データ容量︓4KB 以内（4KB 以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等の 

PC 以外のデバイスで視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 

②企業 URL 

■データ提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※当方ではデータの作成はいたしません。 
貴社にて作成の上、運営事務局までメールにて送付ください。 

 
 

6）バナー広告（ログイン画面） 

協賛費︓220,000 円/税込  

募集数︓制限なし 

掲載箇所︓学会プラットフォーム ログインページ（※全参加者が必ず閲覧します。） 

 

■掲載内容と各仕様 

①企業ロゴ または バナー 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上（大きい分には当方にて縮小致します。） 

・ファイル形式︓GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

・データ容量︓4KB 以内（4KB 以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等の 

PC 以外のデバイスで視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 

②企業 URL 

■データ提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※当方ではデータの作成はいたしません。 
貴社にて作成の上、運営事務局までメールにて送付ください。 

 
 

  



 
 

7）一括ダウンロード PDF 版抄録集内 企業協賛ページへのロゴ・PR 文章掲載 

協賛費︓88,000 円/税込  
ホームページ、ならびにオンライン会議プラットフォーム内掲載の PDF 版抄録集へ、 
ロゴ及び PR 文章を掲載いたします。 

 
■掲載内容と各仕様 
①企業ロゴ または バナー 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上 
（大きい分には当方にて縮小致します。） 
・ファイル形式︓ JPEG、PNG 
・データ容量︓4KB 以内 
（4KB 以上でも掲載は可能ですが、 
スマートフォン等の PC 以外のデバイスで 
視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 
 
②PR 文章 
・文字数︓150 字以内 

■データ提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※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。 
 

 

8）オンライン会議プラットフォーム内 トップページ スクロールバナー 

     協賛費︓55,000 円/税込 
オンライン会議プラットフォームのトップページへ、 
スクロール形式でロゴバナーを掲載いたします。 
（※全参加者が必ず閲覧します。） 

 

募集数︓8 社 

 

■掲載内容と各仕様 

①企業ロゴ または バナー 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上 
（大きい分には当方にて縮小致します。） 
・ファイル形式︓GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 
・データ容量︓4KB 以内（4KB 以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等の 
PC 以外のデバイスで視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 

②企業 URL 

■データ提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※当方ではデータの作成はいたしません。 

貴社にて作成の上、運営事務局までメールにて送付ください。 
 

 

  



 

9）商品〈製品〉動画 （約 10 分まで） 

協賛費︓220,000 円/税込  
 

募集数︓制限なし 

掲載箇所︓プラットフォーム内、独⽴した動画として掲載（特定のセミナーと連結しません。） 

 

 協賛費に含まれるもの 
・プラットフォーム内「協賛企業リスト」にロゴ・紹介文の掲載 
 

■掲載内容と各仕様 

① 商品〈製品〉動画︓約 10 分以内。 

② 企業ロゴ 
・規格︓幅 640×高さ 220 ピクセル以上（大きい分には当方にて縮小致します。） 
・ファイル形式︓ JPEG、PNG 
・データ容量︓4KB 以内（4KB 以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等の PC 以外の 

デバイスで視聴される方へのご配慮をお願い致します。） 
 
③PR 文章 

・文字数︓150 字以内 
 

■データ提出期限︓ 2021 年 12 月 17 日（⾦）必着 
※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。 
 

    
 

※協賛費はすべて税込です。 
※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。 
 

 

 締切日︓2021 年 11 月 12 日（⾦） 
 

※セミナー協賛は、別途締切日を設けます。 

 

● 無料参加枠について ● 
 

ご協賛⾦額毎に無料参加枠をご⽤意させていただきます。 

  30,000〜 150,000 円/税込 無料参加︓1 名 

150,001〜 500,000 円/税込 無料参加︓2 名 

500,001〜1,000,000 円/税込 無料参加︓3 名 

1,000,001 円以上※/税込 無料参加︓5 名 

（※50 万円毎に 1 名追加） 

 

              



● お申込要項 ● 
 

 
 

● キャンセル料について ● 
 

 
 

● お問合せ先 ● 
第 18 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  事業共創部コンベンション第二事業局内 

TEL: 03-5657-0773 FAX: 03-3452-8550 
メールアドレス: jcvim-sponsor@jtbcom.co.jp 【協賛担当】 

 
 
② お申込みは、学会ホームページ内「企業協賛申込のご案内はこちら」より、 

オンライン登録をお願いいたします。 
 

※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。 

 

1. 新規申込者登録 2. マイページログイン  
 

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 とご自身に 
て設定した 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 
 

 
※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ん。 
又、個人情報は第三者へは開示いたしません。 
 

※ お申込み確認後、請求書の発⾏は 2021 年 12 月を予定しております。 
   請求書記載の期日までに指定口座にお振込願います。 

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）申込締切日まで 

（２）開催２ヶ月前まで 

（３）開催１ヶ月前まで 

（４）開催１ヶ月前から当日まで 

取消料なし 

 

同 

同 


