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謹啓

さてこの度、第

第 59

年歯科医学会第

ト学会研究大会、第

月 14

て開催されることになりました。

 今回は

及び合同ポスターセッションを企画し

める魅力あるプログラム

本総会

ますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自

経費をまかなえる状況にはありません。本総会

にするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。

総会

実した学会となりますよう、本学会

の方々におかれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙

の要項をご参照いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、

ご協力

学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
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開催概要 
1. 会議の名称 

第 30 回日本老年学会総会 

 

2. 会長 

大島 伸一 

（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 名誉総長） 

 

3. 会期 

2017 年 6 月 14 日（水）〜16 日（金）  

 

4. 開催場所 

名古屋国際会議場  （名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号） 

第 30 回日本老年学会総会         第 59 回日本老年医学会学術集会 

第 59 回日本老年社会科学会大会     第 40 回日本基礎老化学会大会  

一般社団法人日本老年歯科医学会第 28 回学術大会  第 16 回日本ケアマネジメント学会研究大会 

第 22 回日本老年看護学会学術集会  

愛知県産業労働センター・ウインクあいち   (名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38)  

第 32 回日本老年精神医学会 

 

5. プログラムの概要 

(1) テーマ:「治し支える医療」へ向けて、医学と社会の大転換を 

(2) プログラム: 

主に下記を予定しております。 

・ 老年学会 特別講演 

・ 老年学会 会長講演 

・ 合同シンポジウム 

・ 合同ポスターセッション 

・ 各学会において教育講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演題等 

 

6. 参加者数 

約 7,000 名（予定） 

 

7. 事務局   ：  国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター内  

〒474-8511 愛知県大府市森岡町 7 丁目 430 番地 

 

8. 運営事務局：  日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 

E-mail: 30rounen@convention.co.jp 

  



3 

 

 
 

■広告媒体名： 第 30 回日本老年学会総会 ホームページ（トップページ）バナー 
 
■掲載ページ： トップページ（掲載箇所につきましては事務局一任とさせていただきます） 
 
■掲載要領： URL  http://www2.convention.co.jp/rounen2017 
  HP 閲覧対象 日本老年学会関連学会（下記）会員ほか（約 10,000 名） 

・日本老年医学会 
・日本老年社会科学会 
・日本基礎老化学会 
・一般社団法人日本老年歯科医学会 
・日本老年精神医学会 
・日本ケアマネジメント学会 
・日本老年看護学会 

  主要コンテンツ 開催概要、プログラム、市民公開講座、会場アクセス、 
参加案内、宿泊案内、協賛企業の皆様へのご案内 

    関連学会リンク 等（以上予定） 
広告セールス方式 貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定 

 
■掲載期間： 2016 年 9 月～2017 年 6 月末 
  お申込後、随時更新いたします。 
 
■掲載規格： サイズ、入稿データ様式等の詳細は、お申込み後にご連絡いたします。 
 
■広告費： 1 枠 50,000 円（税別） 
 
■広告募集枠：  4 社（予定） 
 

■広告料のお支払い 

申込み内容を確認の申込締切後に、運営事務局より請求書をお送りします。 

請求書に記載させていただく日時までに指定口座にお振込みいただきます。 

なお、領収書はお支払の際の振込み控えをもって、領収書に替えさせていただきます。 

 

■広告の取り消し 

掲載後のお取り消しは、一切お受けできかねますので予めご了承ください。 

なお、掲載前の取り消しで広告料をお支払済みの際は、振込み手数料を差し引いて、 

返金いたします。 

 

■広告料お支払方法 

下記の銀行の口座にお振込ください。 

銀 行 名： 三菱東京 UFJ 銀行 大府支店 （店番 344） 

預金種目： 普通 

口座番号： 0193018   

口 座 名： 第 30 回日本老年学会総会 会長 大島伸一 

       ダイサンジツカイニホンロウネンガツカイソウカイ カイチヨウ オオシマシンイチ 

 

■運営事務局 （お問い合せ） 

第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 E-mail: 30rounen@convention.co.jp  

ホームページバナー広告  



 

 
 
■広告媒体名

 
■掲載ページ：

 
■掲載要領：

URL 

 
■掲載期間：

 
■広告費：

 
■広告

 

■ 広告

 

 

抄録アプリバナー広告

■広告媒体名： 

掲載ページ： 

掲載要領： 
  

掲載期間： 

広告費： 

広告募集枠：  

広告規格： 

 

抄録アプリバナー広告

Sample 

 第 30 回日本老年学会総会

 トップページ（

ジャンル  

閲覧対象  

主要コンテンツ

広告セールス方式

2017 年 6 月

1 枠 50,000

 4 社（予定）

(1)原稿サイズは、申込後ご連絡いたします。

(2)画像形式

(3)カラー     

(4)バナー広告のリンク先

 

 

抄録アプリバナー広告  

 

回日本老年学会総会

トップページ（予定） 

   医学系アプリ

 日本老年学会関連学会

・日本老年医学会

・日本老年社会科学会

・日本基礎老化学会

・一般社団法人日本老年歯科医学会

・日本老年精神医学会

・日本ケアマネジメント学会

・日本老年看護学会

主要コンテンツ 学会日程一覧、演題検索、抄録閲覧、

マイスケジュール登録、

広告セールス方式 貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定

月初旬より公開予定

0,000 円（税別） 

） 

原稿サイズは、申込後ご連絡いたします。

画像形式  png 形式

     RGB カラー

バナー広告のリンク先

  

 

 

この部分に掲載されます。
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回日本老年学会総会 アプリ 

医学系アプリ 
日本老年学会関連学会

日本老年医学会

日本老年社会科学会

日本基礎老化学会

一般社団法人日本老年歯科医学会

日本老年精神医学会

日本ケアマネジメント学会

・日本老年看護学会

学会日程一覧、演題検索、抄録閲覧、

マイスケジュール登録、

貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定

公開予定 

 

原稿サイズは、申込後ご連絡いたします。

形式 

カラー 

バナー広告のリンク先  リンク先 URL

 

この部分に掲載されます。

 

日本老年学会関連学会（下記）

日本老年医学会 
日本老年社会科学会 
日本基礎老化学会 
一般社団法人日本老年歯科医学会

日本老年精神医学会 
日本ケアマネジメント学会 

・日本老年看護学会 
学会日程一覧、演題検索、抄録閲覧、

マイスケジュール登録、会場案内

貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定

原稿サイズは、申込後ご連絡いたします。 

URL をご指定ください。

この部分に掲載されます。 

（下記）会員ほか（約

一般社団法人日本老年歯科医学会 

 

学会日程一覧、演題検索、抄録閲覧、 
会場案内等（予定）

貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定

をご指定ください。 

（約 10,000 名）

） 
貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定

 

名） 

貴社指定バナーから貴社指定ホームページへリンクを設定 
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■ 申 込 締 切： 2017 年 4 月末 

※掲載開始日および掲載位置はお申し込み順となります。 

※締切日以降も、枠に空きがある場合はお申込みを受付けますので、 

ご相談ください。データをいただき次第、随時掲載を開始します。 

■広告料のお支払い 

申込み内容を確認の申込締切後に、運営事務局より請求書をお送りします。 

請求書に記載させていただく日時までに指定口座にお振込みいただきます。 

なお、領収書はお支払の際の振込み控えをもって、領収書に替えさせていただきます。 

 

■広告の取り消し 

掲載後のお取り消しは、一切お受けできかねますので予めご了承ください。 

なお、掲載前の取り消しで広告料をお支払済みの際は、振込み手数料を差し引いて、 

返金いたします。 

 

■広告料お支払方法 

下記の銀行の口座にお振込ください。 

銀 行 名： 三菱東京 UFJ 銀行 大府支店 （店番 344） 

預金種目： 普通 

口座番号： 0193018   

口 座 名： 第 30 回日本老年学会総会 会長 大島伸一 

       ダイサンジツカイニホンロウネンガツカイソウカイ カイチヨウ オオシマシンイチ 

 

■運営事務局 （お問い合せ） 

第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 E-mail: 30rounen@convention.co.jp 

 



 

 

 

  



 

 

 

担当：第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 宛 

 

 

 

 

 

  

申 込 日     年     月     日 

貴 社 名  

ご担当所属  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

TEL： FAX： 

E-mail：  

 

※お申込の内容に○をつけ、ご返送ください。 

内 容 金 額（税別） お申込み 備考 

ホームページバナー広告 50,000 円 

 

 

抄録アプリバナー広告 50,000 円 

 

 

 

第 30 回日本老年学会総会 広告申込書 

 

E-mail (30rounen@convention.co.jp) もしくは FAX (052-954-2355) へお送りください 

 お問い合せ先 

第 30 回日本老年学会総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 中部支社（内） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 3 丁目 6-35  名古屋郵船ビル 4 階 

Tel: 052-957-2131 Fax: 052-954-2355 

E-mail: 30rounen@convention.co.jp 

 


