
ご協力会社各位

拝啓　会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は日理工の事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げ上げます。

さて、標記学術大会においては新型コロナウィルス感染予防のため、全日本鍼灸学会で初めての

オンライン開催となり、企業展示に関してもWeb展示会として募集致します。

詳細に関しましては、以下の通りとなりますので、ご注意ください。

2021年6月4日(金)　 13:00～18:00

　　　6月5日(土)  9:00～18:00

　　　6月6日(日)  9:00～16:00

オンライン開催

公益社団法人 全日本鍼灸学会

若山 育郎先生(公益社団法人 全日本鍼灸学会 会長)

篠原 昭二先生(九州看護福祉大学　看護福祉学部　鍼灸スポーツ学科教授)

坂本 樹弘先生(公益社団法人 全日本鍼灸学会 理事 兼 九州支部長)

①大会参加者は、学会HPより大会トップページにアクセス（直接アクセスも可）

　大会TOPページから申込みで付与されたIDとパスワードでWeb会場にログインする

②Web会場のTOPページより、各講演会場をクリックして講演を視聴します。

③講演会場はライブ系が2会場、オンデマンド系が複数会場（数調整中）あり、

　その他にWeb展示会、オンデマンド企業セミナー会場がネット上で開催されます。

④参加者は、インターネットを通じて希望する講演、企業展示などを視聴する

　形式になります。

⑤企業展示はWeb会場TOPページのWeb展示会場のバナーからWeb展示会場のページに

　入り、ページ内の出展企業のバナー一覧から希望する企業のバナーをクリック

　することで、希望する企業の展示にリンクし視聴します。

⑥Web展示会場のバナー一覧のページは、大会のログイン空間内にありますが、

　企業のバナーをクリックすると、新しいページが開き、各社が指定したリック先

　ログイン空間外)に飛びます。

　オンデマンド企業セミナーは、希望するセミナーのバナーをクリックすると、

　大会のログイン空間内にある講演会場に飛び、講演を視聴することになります

　（講演の動画）

第70回 公益社団法人 全日本鍼灸学会学術大会　福岡大会Web展示会募集要項

記

テーマ 健康･医療のブレークスルーと鍼灸　～からだとこころをとらえる五感の医術～

　

オンライン開催(Web展示)
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2021年2月17日

日本理学療法器材工業会

鍼灸部会　鍼灸委員長　松本

鍼灸委員　中田、松尾、中川、小倉

　

　

形式

　

主催

会期 2021年6月4日(金)～6日(日)

　

プログラム(予定)

　

学会会長

大会会頭

実行委員長

大会の概要
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　データーは大会のサーバー内にアップすることになります。大会の抄録集にも

　企業セミナーのプログラムが掲載され、大会の学術プログラムとして管理

　されます。視聴期間終了後はデータは消去します。）

⑦Webでのオンライン視聴は大会の会期中に加え、大会終了後もオンデマンド

　配信により10日から2週間程度視聴が可能となる予定です。

　著作権等の関係でオンデマンド配信されない講演等もあります。

※ オンデマンド配信とは、希望するバナーをクリックして、配信期間の好きな時間に

視聴できる動画配信方式を指します。

Web展示会場でのバナー展示方式

33,000円(税込)/1バナー ( 本体価格:30,000円＋消費税:3,000円)

2021年3月31日(水)

バナー数に制限はありません。1社につき2バナー以上の参加を是非ご検討下さい。

バナーのリンク先は「１バナーにつき１リンク」です

複数のリンク先をつけたい場合は希望リンク数のバナーをお申し込みください。

6月4日(金) 13:00～終日 (大会期間中)

6月5日(土) 9:00～終日

6月6日(日) 9:00～終日

6月7日(月)～20日(日)　終日(大会終了後オンデマンドで10日から2週間程度)

※詳細が決まり次第ご連絡します。

バナーのリンク先の画像については、企業のHP、企業で製作した画像、YouTubeした

画像、チラシをPDFにして貼り付けた画像、自社で特設した販売サイト、Zoomなどを

利用した視聴者と1対1の販売サイトなど、各社が自由に選択できます。

※展示会場のバナーに直接Zoomなどのリンクを貼り付けることはできません。

　企業展示のバナーをクリックして移動した後の各社のHP等において、

　Zoomを使用することを説明したうえで直接対話するようにしてください。

②※バナーとして、決められた大きさの画像をご用意頂きます。提出期限は、

　4月末日を予定しております。

③バナーをクリックすると各社で用意したサイト(画像)に繋がるように、

　リンク先のURL(アドレス)をご提出頂きます。 (提出期限は5月末日予定)

※バナーの大きさ、バナー及びURLの提出期限は決まり次第ご連絡します。

①※Web展示会場のバナーの貼り付けは1バナーごとに上下の配列になる予定です。

②※バナーの配列に関しては、通常の学会の展示の様に日理工鍼灸部会で決めさせて

　頂きます。

③2バナー以上希望される企業の方は、バナーを上下順に並べるか、拡散して配列

　するかをお教え下さい。また、希望するバナーの順序(どれを一番先に並べて

　るか)もお教え下さい。

※バナーの配列は決まり次第ご連絡します。

通常の学会の通り、他社や流派に対する誹謗中傷は厳禁。鍼灸の施術で禁止

されている行為の画像の放映など、常識の範囲内でお願いします。

【企業展示】

展示方式

価格

(※予定) 〃

〃

ﾘﾝｸ先の画像について

バナー展示の手順

バナーの配列について

募集締切

バナー数

Web展示視聴時間

注意事項



･リンク先からの展示のため、使い方次第で情報量は無限になります。

･Zoomなどを使用した場合は、1対1の対面面談も可能となります。

･学会期間中はもちろんオンデマンド配信を予定しているため、期間内であれば

　何度でも閲覧してもらえます。(通常の学会より閲覧チャンスは増加します)

･容量の規制がないため動画も視聴可能です。

･旅費、宿泊費などが要さない事と使い方次第で費用対効果は十分にあります。

･大会のHPに無償でログイン(パスワードを事前通知)でき、大会を視聴できます。

 但し、社内のみの使用限定としますので、他者にパスワードの漏洩等は厳禁です。

(後日誓約書にご記入い頂き、大会実行委員様へ提出させて頂きます。)

①サイズはB5サイズとなります。 (白黒)

②電子版抄録集は配信しません。(大会プログラムのみ電子版を模索中)

③発行部数は約5,700冊です。(学会会員2,500冊＋学生会員2,300冊＋

会員外参加者)

1ページ 55,000円(税込) (本体価格:50,000円＋消費税:5,000円)

1/2ページ 33,000円(税込) (本体価格:30,000円＋消費税:3,000円)

Web展示をお申込み頂いた企業が対象です。

2021年3月5日(金)　正午まで

2021年3月5日(金)　正午まで (日理工事務局までメールで送信下さい）

※Web展示お申込み期限より前の期日になりますので、ご注意下さい。

･福岡の会場よりライブ配信のチャンネルで、6月5日(土)及び6日(日)の各1枠ずつ、ライブ配信されます。

･配信時間は12時～13時(接続準備時間含む)を予定しております。

･ランチョンセミナーの配信方法としては以下3点のうち、選択して頂きます。

①当日福岡の配信会場より生講演を実施する。

②事前に録画したデーターを大会実行委員様へ送付する。

③Zoomなどによるリモート講演を実施する。

･ライブ配信型企業セミナーの特典としては以下3点になります。

①多くの参加者が視聴するライブ配信のチャンネルで配信される。(配信日時がプログラムに掲載）

　企業セミナーのバナーをクリックすることなく、そのままスムーズに視聴できます。

②ランチョンセミナーの概要(講演概要、演者など）が抄録集に掲載されます。

③Web展示と同様、会のHPに無償でログイン(パスワードを事前通知)でき、大会を視聴できます。

･講演内容に関しましては、学術的な物に限定されます。(商品紹介などはNGです)
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Web展示のメリット

【抄録集の広告】

広告費割引

＋

広告価格(税込１P)

又は

広告価格(税込1/2P)

1バナー 33,000円 10％DWN 49,500円 29,700円

2バナー 66,000円

抄録集について

価格

(広告のみの場合)

展示セット価格

バナー数 展示価格(税込)

広告申込期限

版下送付期限

　【ライブ配信（プラス）型　企業セミナーについて】

20%DWN 44,000円 26,400円

3バナー 99,000円 30％DWN 38,500円 23,100円



①2021年6月5日(土)　12:00～13:00(予定) 1枠

②2021年6月6日(日)　12:00～13:00(予定) 1枠

110，000円(税込) (本体価格:100,000円＋消費税:10,000円)

※事前に録画したデーターであれば、大会期間中及びオンデマンド期間を通じて、視聴希望者は

　好きな時間オンデマンド視聴もできます。

･オンデマンドのプログラムとして、大会期間中及びオンデマンド期間を通して配信予定です。

･視聴希望者は上記期間中であれば、好きな時間に視聴できます。

･講演内容に関しましては、学術的な物に限定されます。(商品紹介などはNGです)

88,000円(税込) (本体価格:80,000円＋消費税:8,000円)

※尚、ランチョンセミナー及びオンデマンド企業セミナーの詳細に関しましては、

 直接下記の大会実行委員様へお問い合わせ下さい。

ご担当者名：古賀 慶之助先生 お問合せ先:090-9071－9149

【オンデマンド配信　企業セミナー】
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【ライブ配信型】

【価格】

【価格】

以上



広告の申込及び版下送付の締切

2021年3月5日(金)　正午まで

Web展示申込の締切

2021年3月31日(水)中

〒

【振込先】三菱UFJ銀行　　本郷支店　　(普通)5286526　　日本理学療法器材工業会鍼灸部会

※上記口座に4月30日(金)迄にお振込下さい。振込手数料は別途ご負担ください。

　お振込後にWeb展示及び広告の辞退をすることはできませんので、ご注意下さい。

ページ

1ページ 55、000円

日理工事務局御中
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FAX: 03－3813－7011

E-mail： nichiriko@nichiriko.com

第70回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 福岡大会Web展示申込書

下記の空欄に、数量･金額･〇印をお付け、合計金額及び必要事項をご記入下さい。

Web展示
金額

33,000円
ご希望バナー数 バナー

(税込/1バナー) 金額(税込) 円
(展示のみ)

3バナー 99,000円 1/2ページ 23,100円

2バナー 66,000円 1/2ページ 26,400円

バナー数 展示金額(税込) 広告(ページ)

展示金額(税込) 広告(ページ) 広告金額(税込) お申込欄

広告金額(税込)

金額(税込) 円
(広告のみ) 1/2ページ 33,000円

お申込欄

展示金額(税込) 広告(ページ) 広告金額(税込) お申込欄

1バナー 33,000円 1/2ページ 29,700円

バナー数

広告
ページ数金額(税込) ご希望ページ数

バナー数 展示金額(税込) 広告(ページ) 広告金額(税込) お申込欄

1バナー 33,000円 1ページ 49,500円

バナー数 展示金額(税込) 広告(ページ) 広告金額(税込) お申込欄

お申込欄

み欄に〇をお付け下さい 3バナー 99,000円 1ページ 38,500円

2バナー 66,000円 1ページ 44,000円

※ご希望する内容をお申込
バナー数 展示金額(税込) 広告(ページ) 広告金額(税込)

セット(展示＆広告)

バナー数

メールアドレス

合計金額(税込) 円

貴社名

ご住所

TEL FAX

ご担当者名 商品 (例:鍼灸鍼)


