第15回日本獣医内科学アカデミー学術大会

（JCVIM2019）

ご協賛のお願い

会

期：2019年2月15日
（金 ）～17日（日 ）

会

場：パシフィコ横浜

主

催：一般社団法人日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）

●

ご

挨

拶

●

JCVIM2019の開催にあたって - アジア獣医内科専門医とともに 日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）の2002年設立時にはその究極の目標として獣医内科専門医の養成認証を掲げ
ました。しかし、欧米の専門医機構（ACVIM, ECVIM）からアジア全体での専門医機構の設立を要請されたため、日
本とアジア各国の先生方の協力によって2007年にはアジア獣医内科学会（Asian Society of Veterinary Internal Medicine, AiSVIM）が設立され、2015年にはついに専門医を養成・認証する団体であるAsian College of Veterinary Internal Medicine (AiCVIM）
（現会長：小林哲也先生）が発足しました（http://www.aicvim.org）
。
AiCVIMの設立専門医に関しては、2015年に初期メンバー（Invited specialist）が選出された後、2017年には23人の
de Facto appointed Diplomateが選出されました。そのうちの13人は日本人であり、伊藤（大介）先生、大野先生、奥
田先生、滝口先生といったJCVIM実行委員メンバーのほか、これまでの大会でご講演いただいた多くの先生方が含ま
れています。これからはアジアで専門医を育てる時代であり、今回はそういった新しい潮流へのターニングポイントと
捉えております。
JCVIM2019においても「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、共催学術団体、
講演者、スポンサーの皆様にご協力いただきながら、実行委員一同で実りある大会に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15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15回日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM2019）
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：2019年2月15日（金）～17（日）
４.開催場所：パシフィコ横浜

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい１－１－１

●

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：1～2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（ 5,700,000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 ２コマ（時間決めの優先権付）
（３） 展示会場バナー 全体の半分（センター両面1枚，海側両面1枚)
（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） ネームストラップ＋台紙
（８） コングレスバッグへのロゴ掲載（大サイズ）
（９） 会場協賛（セミナー協賛）700,000円分 （金額の一部を抄録広告に変更可能）
（10） 懇親会での挨拶
（11） ランチ協賛（展示ブースでの引換券システム）
＜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（ 4,300,000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 ２コマ（時間決めの優先権付２番）
（３） 展示会場バナー 片面1枚
（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） コングレスバッグへのロゴ掲載（中サイズ）
（８） ボールペン（A社）またはノート協賛（B社）
（９） ランチ協賛（展示ブースでの引換券システム）
（10） 会場協賛（セミナー協賛）500,000円分 （金額の一部を抄録広告に変更可能）

注：プラチナ/ゴールド
スポンサーの一次 締切
について
企業主催プログラム協賛
（パッケージ内容（2））
のプ ログラム枠 確 保 の
ため、一次締切日を8月
20日（月）とさせて頂き
ます。
8月21日（火）以降にお
申込みの場合は、パッケ
ージ内容を変 更させて
頂く場 合 がござ います
ので、予めご了承くださ
い。

＜シルバー＞
募集数：2社程度 （参加実績問わず）
協賛費：1,800,000円（2,200,000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） 展示会場バナー 片面1枚
（４） 学会HPへのロゴ掲載とジャンプ機能付きバナー
（５） 抄録1日目（A社）または2日目（B社）プログラム目次対頁（モノクロ）
（６） ランチ協賛（展示ブースでの引換券システム）
（７） コングレスバッグへのロゴ掲載（小サイズ）
（８） コングレスバックへのチラシ封入
（９） 会場協賛（セミナー協賛）450,000円分 （金額の一部を抄録広告に変更可能）
＜ブロンズ＞
募集数：2社程度（参加実績問わず）
協賛費：900,000円（1,100,000円相当）
パッケージ内容
（１） 展示ブース１コマ（展示会場内）
（２） 看板へのロゴ掲載（小） 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） コングレスバッグへのロゴ掲載（小サイズ）
（５） ランチ協賛（展示ブースでの引換券システム）
（６） 会場協賛（セミナー協賛）300,000円分 （金額の一部を抄録広告に変更可能）

2）
企業主催プログラム協賛

1コマ（45分）：500,000円（プラチナ/ゴールドスポンサー優先）

2月16日
（土）11時～15時、340～440名収容の広い会場でプログラム枠を設ける予定です。
プログラム（ウェブ、冊子、看板）および講演会場(協賛枠時間)に、会社名・ロゴを掲載します。
講演開始前に企業PRプレゼンテーション可能です。
講師費用が必要な場合は別途、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。
※ 8月21日
（火）以降 プラチナ/ゴールドスポンサー以外からの申込を受け付けます。
※先着順。申込多数の場合は、締切日前でも受付を終了させて頂きます。

3）
会場協賛（セミナー協賛）

抄録集 広告協賛

※プログラム決定後に募集します。他の協賛項目と締切日（11月中旬予定）が異なります。

1コマ
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。
①．裏表紙（カラー） １頁 （2社）
250,000円

②．表紙裏（カラー）
4）
抄録集 広告協賛

１頁 （2社）
200,000円
①．裏表紙（カラー） １頁 （2社）
③．裏表紙裏
（カラー） １頁 （2社）
150,000円
②．表紙裏（カラー） １頁 （2社）
④．
１日目プログラム目次対頁
（モノクロ）
70,000円
③．裏表紙裏（カラー）１頁 （2社）
⑤．
２日目プログラム目次対頁
（モノクロ）
70,000円
④．１日目プログラム目次対頁（モノクロ）
⑥．後付け 1頁（モノクロ）
50,000円
⑤．２日目プログラム目次対頁（モノクロ）
⑦．
後付け １/２頁（モノクロ）
30,000円
⑥．後付け 1頁（モノクロ）

日プログラム 広告協賛

①．裏表紙（カラー）

⑦．後付け １/２頁（モノクロ）
１頁 （1社）
250,000円

250,000円
200,000円
150,000円
70,000円
70,000円
50,000円
30,000円

②．表紙裏
（カラー）
5）
当日プログラム
広告協賛

１頁 （1社）
200,000円
①．裏表紙（カラー） １頁 （1社）
250,000円
③．裏表紙裏
（カラー） １頁 （1社）
150,000円
②．表紙裏（カラー） １頁 （1社）
200,000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、
③．裏表紙裏（カラー）１頁 （1社）
150,000円
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、
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、
あらかじめご了承ください。
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。

示ブース

6）
展示ブース
250,000円

展示会場内

1小間

ホワイエ

1小間

200,000円
展示会場内

1小間

250,000円

ホワイエ

1小間

200,000円

■高さ2.4m（3階会議室内）
2000
（柱芯1980mm）

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1．
バックパネル、コンセント、テーブル・イス
注2．
社名板、コンセント（所定以上の追加に対
一式が含まれます。
■高さ2.4m（3階ホワイエ/エスカレーター側，海側）
して）、アームスポット等は別途実費を申し
注2．
社名板、コンセント（所定以上の追加に対
受けます。
して）、アームスポット等は別途実費を申し
注3．
ご応募いただいた企業様のご希望をでき
受けます。
る限り配慮して割付を行います。
注3．
ご応募いただいた企業様のご希望をでき
注4．
申込状況によって申込小間数の制限をとる
1小間
る限り配慮して割付を行います。
場合がございます。
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。
2000（柱芯1980mm）

2100mm

990

2000（柱芯1980mm）

2400mm

2000

示会場内バナー協賛

（両面仕様 ： センター） 500,000円
（両面仕様 ： 海側)

400,000円
（両面仕様：センター） 500,000円
300,000円
（両面仕様：海側)
400,000円
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。
（片面仕様）
300,000円
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。
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。

7）
展示会場内バナー協賛
（片面仕様）

CVIM Award

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。
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。
8）
JCVIM Award ックしてご提示ください。
200,000円
（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。）
希望される企業は、別紙申込書の希望項目にチェ
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。
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。
優秀な演題についてAward授与を懇親会中に行います。
ご協賛企業名がAward名に入るほか，
表彰式ではご協賛企業代表者の方が，
ご用意いただいた副賞を
受賞者へお渡しいただきます（一言ご挨拶も賜ります）。
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
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。
（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。）

ームページバナーロゴ
9）
懇親会協賛 150,000円

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。

ングレスバックへのチラシ封入
10）
ランチ協賛 100,000円

コングレスバックへチラシを1点封入いたします。
500,000円
展示スペースでの昼食提供です。

板協賛

プログラム看板等に社名ロゴを表示いたします。
※プレミアムパッケージスポンサーによって埋まってしまった場合は、
150,000円
（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）
別の項目をご案内します。
コングレスバックへチラシを1点封入いたします。
100,000円
社名ロゴを表示いたします。

50,000円
11）
ホームページバナーロゴ

コングレスバックへのチラシ封入
12）
加者証台紙協賛
300,000円
13）
看板協賛
ールペン協賛
500,000円

ート協賛

500,000円
１4）
参加者証台紙協賛

プログラム看板等に社名ロゴを表示いたします。
50,000円
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）
社名ロゴを表示いたします。
社名ロゴを表示いたします。
300,000円

ングレスバック協賛
400,000円
15）
コングレスバック協賛

社名ロゴを表示いたします。
※プレミアムパッケージスポンサーによって埋まってしまった場合は、
400,000円
別の項目をご案内します。
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。
※プレミアムパッケージスポンサーによって埋まってしまった場合は、
16）
参加者証ストラップ協賛
600,000円
別の項目をご案内します。
6）、
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。
はすべて税別です。

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：2018年9月28日
（金）
※プラチナ/ゴールドスポンサーの一次締切を8月20日
締切り日：2017年9月29日
（金） （月）とさせて頂きます。
※会場協賛は別途締切日を設けます。

●

お申込要項

●

（金）
を締切とさせていただきます。
① お申込は2018年9月28日
※プラチナ/ゴールドスポンサーの一次締切を8月20日
（月）
とさせて頂きます。
※会場協賛（セミナー協賛）は後日募集いたします。
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15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: 03-3452-8550
メールアドレス: jcvim@jtbcom.co.jp

