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広告掲載募集のご案内 

第 35 回日本肥満学会 

会期：2014 年 10 月 24 日（金）～25 日（土） 

会場：フェニックスシーガイアリゾート コンベンションセンター 

会長：中里 雅光 

（宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 教授） 



 

ご挨拶 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、第 35 回日本肥満学会（理事長 春日 雅人 国立国際医療研究センター 

総長）を平成 26 年（2014 年）10 月 24 日（金）と 25 日（土）の 2 日間、フェニックスシー

ガイアリゾート コンベンションセンター（宮崎市）にて開催することとなりました。本学会

のメインテーマを「肥満症学の知の創造と実践」とし、肥満症ならびにその合併症であ

る糖尿病、高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患、脳卒中、高尿酸血症、NASH、肥満

関連腎臓病、変形性関節症、および肥満関連婦人科疾患などの基礎と臨床について、

統合的に発表・教育する唯一の学会です。毎年、全国から肥満症専門医を含め約

2,000 名の参加者があり、8 会場で開催する予定になっております。 

 本学術集会を充実した内容にするために皆様方の浄財に頼らざるを得えない部分

がございます。つきましては、本学会の趣旨をご理解いただき何卒、御支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたしております。 

謹白 

2013 年 12 月吉日 

 

第 35 回日本肥満学会 

会長 中里 雅光 

宮崎大学医学部 内科学講座 

神経呼吸内分泌代謝学分野（第 3 内科）教授 

 



1. 会議開催概要  

名称： 第 35 回日本肥満学会  

会期： 2014 年 10 月 24 日（金）～25 日（土）2 日間  

会場： フェニックスシーガイアリゾート コンベンションセンター 

会長： 中里 雅光（宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 教授）  

参加者数： 約 2,000 名（予定）  

 

2. 広告募集要項  

① 抄録集  

 １）広告掲載料等  

項目 詳細 

発行部数 約 3,500 部  

配布対象 学会参加者及び学会会員、その他関係各所 

サイズ A4 版（予定） 

予定発行月 9 月  

媒体作成費 2,400,000 円  

広告費総額 2,246,400 円  

表 4 162,000 円（1 社）  

表 2 129,600 円（1 社）  

表 3 129,600 円（1 社）  

後付 1 頁(モノクロ) 86,400 円（13 社）  

広告掲載費 

後付 1/2 頁(モノクロ) 54,000 円（13 社）  

 

２）申込締切：2014 年 8 月 15 日（金）  

 

３）広告原稿：原稿はデータにてご入稿ください。  

＊広告データをご送付いただく際、下記点にご注意ください。  

・使用アプリケーションを明記して下さい。 

(下記のアプリケーションが対応可能です。）  

Illustrator 8.0，9.0，10.0，CS/Photoshop 5.5，6.0，7.0（TIFF・EPS）  

 PageMaker 6.0，6.5，7.0/Quark 3.3，4.4/InDesign 2.0，CS  

※注 記  

 ⅰ）必ず、プリントアウト見本を添付してください。  



ⅱ）Illustrator の場合は、アウトラインデータもご用意ください。  

ⅲ）メディアは、CD－R にてご提供ください。  

なお、ご提供いただいたデータおよびメディアは、使用後、事務局で  

破棄させていただきますので、ご了承ください。  

ⅳ）上記アプリケーション以外でしたら、PDF をご支給ください。  

データ又は紙焼・鮮明な清刷り、フィルムなどを 2014 年 8 月 22 日（金）まで  

に、下記運営準備室までお送りください。  

 

② ホームページバナー広告  

１）広告掲載料：108,000 円（税込）  

２）掲載箇所：トップページへ掲載  

３）掲載方法：バナー画像のローテーション表示および指定 URL へのリンク  

４）広告サイズ：上下 48×左右 228pixels、5KB 以内、GIF89A 方式  

（アニメ・無限ループ可）  

５）掲載期間：申込受付後から随時掲載し、2014 年 10 月末日(予定)まで  

６）掲載社数：5 社程度（掲載規定数に達しましたら、締切とさせていただきます。）   

７）申込締切：2014 年 8 月 15 日（金） 

＊広告データをご送付いただく際、下記点にご注意ください。  

・使用 OS を明記してください。Mac/Win （バージョン含む）  

バナー広告データは掲載開始 15 日前までに運営準備室（日本コンベンションサー

ビス株式会社 九州支社内）宛にご送付願います。  

  

③ 会場内 PC 受付画面バナー広告  

１）広告掲載料：108,000 円（税込）  

２）掲載箇所：会場内 PC 受付画面各ページに掲載  

３）掲載方法：バナー画像の表示  

４）広告サイズ：上下 48×左右 228pixels、5KB 以内、GIF89A 方式  

※バナー原稿データはご提供ください。  

５）掲載期間：2014 年 10 月 24 日（金）～25 日（土）  

６）掲載社数：1 社（先着順）  

７）申込締切：2014 年 8 月 15 日(金)  

（ただし、掲載規定数に達しましたら、締切とさせていただきます。）  

  

  

 

 



  ④誘導看板  

１）広告掲載料：108,000 円(税込)  

２）掲載箇所：誘導看板下部 

３）掲載方法：ロゴマーク・バナー画像の表示  

４）看板サイズ：W450mm×H450mm  

５）掲載期間：2014 年 10 月 24 日（金）～25 日（土）  

６）掲載社数：1 社（先着順）  

７）申込締切：2014 年 8 月 15 日(金)  

（ただし、掲載規定数に達しましたら、締切とさせていただきます。）  

＊広告データをご送付いただく際、下記点にご注意ください。  

・使用 OS を明記してください。 Mac/Win（バージョン含む）  

・使用アプリケーションを明記して下さい。  

※注 記  

 ⅰ）必ず、プリントアウト見本を添付してください。  

 ⅱ）Illustrator の場合は、アウトラインデータもご用意ください。  

 ⅲ）メディアは、CD－R にてご提供ください。  

なお、ご提供いただいたデータおよびメディアは、使用後、事務局で  

破棄させていただきますので、ご了承ください。  

ⅳ）上記アプリケーション以外でしたら、PDF をご支給ください。  

   

３．支払方法  

広告掲載申込書到着後、広告掲載費の請求書を発行いたしますので、  

1 ヶ月以内に指定口座にお振り込みください。 

 

銀行名： 宮崎銀行（ミヤザキギンコウ） 

店名：清武支店 （キヨタケシテン）  

支店番号：150 

口座種別：普通預金 

口座番号：187429 

口座名：第 35 回日本肥満学会 会長 中里雅光 

     （ダイサンジュウゴカイニホンヒマンガッカイ カイチョウ ナカザトマサミツ） 

 

※主催者にて、広告内容が本学会の趣旨に合わないと判断した場合、  

その申込みをお断りする場合があります。  

  

 



＜お問い合わせ先＞  

第 35 回日本肥満学会運営準備室  

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7F  

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

Tel:092-712-6201 Fax:092-712-6262  

E-mail: jasso35@convention.co.jp 



 

 

送付先：092-712-6262 

第 35 回日本肥満学会運営準備室行 

 

 

申込日：    年  月  日 

 

貴社名  

所在地  

部署  

担当者  

TEL/FAX TEL  FAX  

E-mail  

 

掲載ご希望媒体（ご希望媒体に○をお付けください） 

 

ご希望 掲載媒体 料金（税込） 

 表 4 16,2000 円     

 表 2 129,600 円 

 表 3 129,600 円 

 後付 1 頁(モノクロ) 86,400 円 

 

抄録集 

後付 1/2 頁(モノクロ) 54,000 円 

 ホームページバナー 108,000 円 

 PC 受付画面 108,000 円 

 誘導看板 108,000 円 

 

備考： 

第 35 回日本肥満学会 広告掲載申込書 

提出期限：2014 年 8 月 15 日（金） 


