
 

 

 

 

第 35 回日本肥満学会 

共催セミナー 

スポンサードシンポジウム 

Hot Topics 

 

 

 

開催趣意書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 35 回日本肥満学会 

ご共催のお願い 

 

 

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 
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＜第 35 回日本肥満学会 概要＞ 

 

会 議 名 称： 第 35 回日本肥満学会 

 

会 期： 2014 年（平成 26 年）10 月 24 日（金）～25 日（土）2 日間  

 

会場（予定）： 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） 

 

参加予定者：約 2,000 名（予定） 

 

大会事務局：宮崎大学 医学部内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 

〒889-1601 宮崎県宮崎市清武町木原 5200 

TEL：0985-85-2965 

 

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  

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

     TEL:（092）712-6201 FAX:（092）712-6262 

     E-mail: jasso35@convention.co.jp 

 



1. 開催概要 
 

(1) 第 35 回日本肥満学会 

A）モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー 

B）スポンサードシンポジウム、Hot Topics 

 

・学会及び各企業の共催とします。 

・掲載表記は、以下の通りとします。 

   共催：第 35 回日本肥満学会 

○○○○株式会社 

 

  ・複数社にてご共催の場合の掲載表記は、以下の通りとします。 

共催：第 35 回日本肥満学会 

○○○○株式会社 ／ □□□□株式会社 

 

2. プログラム決定について 
 

（1）日時・会場については、最大限、貴社のご希望に沿うように調整させていただきますが、

最終決定は、学会事務局でさせていただきますことをご了承ください。 

開催枠のご連絡は、2014 年 6 月下旬頃を予定しております。 

 

（2）セミナーの内容および講師・座長に関しましても、各社のご要望をお聞きした上、学会事

務局で決定させていただきます。 

決定後の座長・演者へのご依頼等の諸連絡は、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、

イブニングセミナーは各社よりお願いいたします。スポンサードシンポジウム、Hot Topics

は運営準備室（日本コンベンションサービス）より連絡します。 

 

3. 費用負担について 

 

（１）共催費に含まれる項目として、以下のように決定させていただきます。  

 

A) モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー 

1）会場費 

2）会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響、照明など） 

3）控室料 ＊会場の割り当ては、学会事務局が行わせていただきます。 

4）機材費 

・PC 発表用機材・・・１式（メインプロジェクター、講演台に Windows PC 1 台） 

・メインスクリーン・・・・1 枚 

・レーザーポインター・・・1 本 

・計時回線・・・一式 

・マイク（演者／座長／客席）・・・一式 

・音響・・・一式 

・卓上ライト（演者・座長・進行席）・・・3 台 

 

 



B）スポンサードシンポジウム、Hot Topics 

1）会場費 

2）会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響、照明など） 

3）控室料 ＊会場の割り当ては、学会事務局が行わせていただきます。 

4）機材費 

・PC 発表用機材・・・１式（メインプロジェクター、講演台に Windows PC 1 台） 

・メインスクリーン・・・・1 枚 

・レーザーポインター・・・1 本 

・計時回線・・・一式 

・マイク（演者／座長／客席）・・・一式 

・音響・・・一式 

・卓上ライト（演者・座長・進行席）・・・3 台 

 

      

（2）上記に含まれない項目は、共催費とは別に各社でご負担ください。 

 

A) モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー 

例） 講師、座長の謝礼金・交通費・宿泊費  

        印刷製作物作成費用  

        控室用機材費 

参加者用飲食代 
※お弁当の発注は最小数を予め事務局にて設定致しますので、指定数以上の御発注

をお願い致します。 

 

 
B）スポンサードシンポジウム、Hot Topics 

    例） 講師の謝礼金・交通費・宿泊費 ※座長は不要（必ず学会員の為） 

       ※日本肥満学会非
．

会員の先生のみご負担をお願いします。 

会員は本人負担となります。   

 

4. 講師・座長とのコンタクトに関して 
 

（1）講師・座長の決定について 

    ・学会事務局の承認の上、決定となります。 

 

（2）講演依頼および座長依頼について 

A) モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー 

・学会事務局にて決定後、各社で行ってください。決定内容のご連絡を差し上げるまで

は、先生方に講演等の内諾を取ることはお控えください。 

    （必要であれば会長名で依頼状をお出し致しますので共催セミナー準備室までご連

絡ください。） 

 

B）スポンサードシンポジウム、Hot Topics 

・運営準備室（日本コンベンションサービス）より依頼致します。 

 



5. 印刷物に関して 
 

（1）ポスター、チラシの制作について 

1) 制作の有無、作成部数は各社裁量でお願いいたします。 

・原稿確認を行いますので、運営準備室までデータにてお送りください。 

2) ロゴマークの使用を統一します。(ロゴマーク掲載必須) 

・ロゴマークデータを後日各社へお送りいたします。 

3） 会期当日配布 

・チラシ（A4 サイズ縦仕様）のみ、参加受付付近のテイクフリーデスクに 

設置いたします。 

 

6. 発表機材に関して 

 
（1）共催費 3-（1）に含まれない機材につきましては、運営準備室が、別途必要機材をお伺

いした上、手配いたします。費用につきましては、貴社ご負担とさせていただきます。 

 

（2）控室で使用する試写用の機材等に関しましても、同様の対応とさせていただきます。 

 

7. 飲食手配に関して 
 

控室などでの講師、座長の先生方等へのご飲食は、各社ご負担とさせていただきます。 

 

A) モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー 

 

（1）参加者への飲食（弁当・お茶など）につきましても、各社ご負担とさせていただきます。 

 

（2）飲食関係の手配につきましては、共催セミナー準備室が、別途お伺いした上、手配いた

します。ご請求につきまして、会期終了後に、共催セミナー準備室より送付いたします。 

 

B）スポンサードシンポジウム、Hot Topics 

 

参加者への飲食は原則として不要です。 

 

8. 看板・装飾関係に関して 
 

(1) 各セミナー会場前の看板につきましては、有料にてご用意いたします。 

学会統一デザインとさせていただきます。 

 

(2) その他 

・セミナー用の誘導看板は、原則設置不可とさせていただきます。 

・会場内吊看板は、設置不可とさせていただきます。 

 

 

 



10. スケジュール 
 

共催セミナー申込締切りは、2014 年 4 月 30 日（水）とさせていただきます。 

 

当日ご手配物の詳細に関しては、プログラム確定後、運営準備室よりアンケートを実施いた

します。 

＊ 2014 年 9 月上旬以降を予定しておりますので、ご了承ください。 

 

11. その他 
 

・学会参加証（学会ネームカード） 

学会参加証（学会ネームカード）は、各社 2 枚まで無料配布致します。 

2 枚以上ご希望の場合は、ご相談下さい。 

 

12. ご連絡先  
   

■ 共催セミナーに関する今後のお問い合わせは下記までお問い合わせください。 

 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社  

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

TEL:（092）712-6201 FAX:（092）712-6262 

E-mail: jasso35@convention.co.jp 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共催費用一覧（8%税込） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 共催費のお支払い方法  

セミナー開催枠の確定後、御請求書を発行させていただきます。  

   

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） 

 

◆ランチョンセミナー（税込） 60 分（予定）  

会場 共催費 募集枠数 

600 席以上 1,512,000 2 

200～300 席 1,296,000 8 

100 以下 1,080,000 4 

◆イブニングセミナー（税込） 60 分（予定） 

会場 共催費 
募集枠数 

※10/24（金）のみ 

200～300 席 1,296,000 4 

◆モーニングセミナー（税込） 60 分（予定） 

会場 共催費 
募集枠数（2 日間合計） 

※10/25（土）のみ 

200～300 席 1,080,000 2 

◆スポンサードシンポジウム（税込） 120 分（予定） 

200～300 席 648，000 2 

◆Hot Topics（税込） 30 分（予定） 

200～300 席 540,000 6 



■企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関

および医療関係者等に対する研究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬企

業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、各社が当学会に対して行う共催費用の

支払いに関し、各社ウェブサイトで下記例のように公開されることに同意します。 

（開示形式例：第 35 回日本肥満学会 ランチョンセミナー：○○円） 



第35回日本肥満学会
共催セミナー申込書

ご希望プログラム：

　申込日　　　平成　　　年　 　月　　　日

　　　貴社名

　　　所在地　　　　　〒

　　　　　　　　　　　　　　　Tel                             　　 Fax

　　　　　　　　　　　　　　　URL

　　　ご担当者名

　　　ご担当者所属部課名

　　　ご連絡先　　　　　　　　　　                           　　　Tel Fax

                               E-mail

　　　（第1希望） 希望席数

希望日程（希望日に○） 10月24日（金）　　・　　10月25日（土）

　　　（第2希望） 希望席数

希望日程（希望日に○） 10月24日（金）　　・　　10月25日（土）

講師（案）
ご所属も
ご記載下さい。

座長（案）
ご所属も
ご記載下さい。

テーマ（案）

※講師（案）・テーマ（案）が未定の場合は決まり次第ご連絡下さい。

　　　備考欄（上記以外で何かございましたらご記入下さい。）

※複数のセッションをお申し込みの場合は、お手数ですがこちらの用紙をコピーし、セッションごとにお申込み下さい。

　　　申込先　日本コンベンションサービス株式会社 九州支社
　　　　　　　　 〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33福岡大同生命ビル7階
　　　　　　　　 TEL:（092）712-6201 FAX:（092）712-6262
                   E-mail: jasso35@convention.co.jp

Fax：092-712-6262

　　　　　　　　申込期日：2014年4月30日（水）定数に達し次第締切

モーニングセミナー　　　　　　ランチョンセミナー　　　　　　イブニングセミナー□ □□

□　　　 スポンサードシンポジウム　　　　　Hot Topics□




