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第52回日本心臓血管外科学会学術総会
会長 鈴木 孝明

埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科 教授

成人心臓領域プログラム委員長 中嶋 博之
埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 教授

大血管領域プログラム委員長 吉武 明弘
埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 教授

血管外科領域プログラム委員長 出口 順夫
埼玉医科大学総合医療センター 血管外科 教授

謹啓 時下、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、第52回日本心臓血管外科学会学術総会を2022年3月3日(木)、4日(金)、
5日(土)の3日間、パシフィコ横浜ノースにおいて開催することとなりました。心臓
血管外科分野の中心的存在である日本心臓血管外科学会は、心臓血管外科領域すべ
ての医師やメディカルスタッフが参加している学会であり、年々その立場の重要性
を増しております。例年学術総会には2500名を超える医師に加えて、多数の医療関
係者が参加し、多くの発表と活発な討論が行われております。循環器病対策推進基
本計画も策定され、今後は国民の心臓血管外科領域への期待は高まり、それに応え
るべく、学界・教育界と産業界が益々連携協力を強化して行くことが重要となって

いくと考えられます。

そのような背景の中で、今回の学術総会テーマは「BEYOND THE BOUNDS」とし
ました。境界を越え、限界を越えて考え行動し、次の時代に進んで行こうという思
いを託し、わが国全体の心臓血管外科分野のレベルアップに資するような学術総会
にしたいと思います。

スポンサー企業の皆様方には従来通りの広告、セミナー、展示に留まらず、
「BEYOND THE BOUNDS」のテーマ通り、これまで以上のプロモーションの機会
をご提供させて頂きたいと考えております。スポンサーとなって頂くからには出来
るだけご満足いただける様にスポンサーの皆様フレンドリーな企画も用意させて頂
きます。

昨今のコロナ禍においてオンラインでの学術集会が恒常化しております。オンライ
ンの便利さの一方で現地開催ならではの対面での人的交流や情報交換の機会が不足
している事も事実です。この事は医療者のみならずスポンサーをお願いする企業の
皆様にとってもあまり望ましい事ではないと拝察いたします。

2022年の3月は現地での開催にオンデマンド配信を加え、スポンサー参加型の新時
代の学術集会にいたします。つきましては、本学術総会が実りのある会となります
よう開催趣旨にご理解頂き、格別のご支援とご賛助を賜りますよう伏してお願い申
し上げます。

敬具
2021年4月吉日



■ 会 議 名 称 ：第52回日本心臓血管外科学会学術総会
The 52nd Annual Meeting of the Japanese Society for Cardiovascular Surgery

■ テ ー マ ：「2O22: BEYOND THE BOUNDS」

■ 会 期 ：2O22年3月3日（木）～ 5日（土） 3日間
現地開催＋アーカイブ配信（約3か月間）

■ 会 場 ：パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい）

■ 会 長 ：鈴木 孝明 （埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科 教授）

■ 予定参加者数 ：約2,500名

■ 学術総会ホームページ ：https://site2.convention.co.jp/jscvs52

■ 学術集会の構成（予定） ：
会長講演、理事長講演、特別講演、特別企画、ディベート、
シンポジウム、ビデオシンポジウム、パネルディスカッション、
ワークショップ、 Pitfall & Bounce Back、
一般演題、市民講座等

■ 運 営 準 備 室： 日本コンベンションサービス株式会社
コンベンション事業部 メディカル部（内）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル14階
TEL: 03-3508-1214 FAX: 03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp
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1．開催概要

パシフィコ横浜ノース外観

https://site2.convention.co.jp/jscvs52
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2-1．フロアプラン【１階】

企業展示会場
参加受付・クローク

企業プレゼン等

第1会場

1000席

第3会場

600席

第2会場

600席

kakakakkk

１階フォワイエ

デッキが接続する２階から１階フォワ
イエへの動線を設けます。ここが展示
場入り口となります。

企業展示会場内に第１〜３会場への動線を配し、
参加受付の場所とします。訪れた参加者が足を止め
たくなるような魅力的な展示をお願いいたします。

企業展示会場

第1〜3会場では特別講演等主要な
企画に加え、各共催セミナーを行
います。

第１会場

第１会場からの退室動線はすべて企業展示会場を通します

入口

出口

み
な

と
み

ら
い

駅
方

面

できるだけ参加者の動線を
企業展示会場に導くレイアウ
トを考えております。

会長よりひとこと
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２-2．フロアプラン【３階】

第4会場

410席

第5会場

448席

第8会場

200席

第9会場

200席

ホスピタリティ
ルーム

②・③

ホスピタリティ

ルーム①

ホスピタリティ

ルーム④

控室⑧~⑨

第４・5(3階)、6・7(4階)会場
では各共催セミナーを開催します

フロアを結ぶエレベー
タとエスカレータの目
の前に
ホスピタリティルーム
①(3F)と⑤(4F)
があります。多くの人
の目にとまる絶好の立
地です！

会長よりひとこと

エスカレータ側より見た(←★)ホスピタリティ

ルーム① (3F)と⑤(4F)。エレベータホールに面しています(←★) 。

★

柱巻き広告
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２-3．フロアプラン【４階】

第6会場

410席

第7会場

448席

第10会場

200席

第11会場

200席

控室➉～⑪

ホスピタリティ
ルーム

⑥・⑦

ホスピタリティ

ルーム⑤
ホスピタリティ

ルーム⑧

第8・9(3階)、10・11(4階)会場
では各共催セミナーを開催します
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横浜港を一望できる
のがホスピタリティ
ルーム④(3F)と⑧
(4F)。
パシフィコ横浜ノー
ス随一の景観を誇り
ます！

会長よりひとこと

長い廊下の端から臨むことのできる(★→)

ホスピタリティルーム⑧(4F)と④(3F)  横浜港を一望できます。

★

柱巻き広告



協賛のお申込み総額に基づくスポンサーランク制を導入いたします。

◆プラチナスポンサー：申込総額 880万円以上（税込）
特典
★お申込み総額最多の企業様は「ダイアモンドスポンサー」として

追加特典を進呈いたします！
① 共催セミナー枠の第１優先権
② 展示小間配置の第１優先権
③ 学術総会現地参加証5枚
④ ホームページ及び会場でのランク掲載
⑤ 企業プレゼンテーション枠 3枠贈呈
⑥ 企業プレゼンテーションコーナーでの表彰
⑦ 来場者全員に配布予定の感染予防グッズに企業名を記載します
⑧ その他、応相談

◆ゴールドスポンサー：申込総額 660万円～879万円（税込）
特典

① 共催セミナー枠の第２優先権
② 展示小間配置の第２優先権
③ 学術総会現地参加証3枚
④ ホームページ及び会場でのランク掲載
⑤ 企業プレゼンテーション枠 2枠贈呈
⑥ その他、応相談

◆シルバースポンサー：申込総額 440万円～659万円（税込）
特典

① 共催セミナー枠の第３優先権
② 展示小間配置の第３優先権
③ 学術総会現地参加証1枚
④ ホームページ及び会場でのランク掲載
⑤ 企業プレゼンテーション枠 1枠贈呈
⑥ その他、応相談

※複数社が該当する場合、総額の大きい企業を優先します。
※申込額が同額の場合、申し込み順の早い企業を優先します。

３．スポンサーランク
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本学術総会では初の試みです。（パッケージプランではありません）

お申込総額などにより、特典がさらに加わる可能性があります！

会長よりひとこと



※席数は予定であり、３密回避のため、席数を約半数に制限する可能性があります。

※イブニングセミナーのセッション時間を変更する場合は、運営事務局にお申し出ください。

（50～80分の間で調整いたします。）

（１） 会場：第１～第11会場

（２） 開催日：下表の通り

（３） 申込締切日：2021年7月30日（金）

2次募集申込締切日 2021年11月30日（火）

タイプA 第1･2･3会場

(600席以上)
タイプB 第4･5･6･7会場

(約400席)

４．共催セミナー
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開催日 セッション名 時間 部屋タイプ 会場名 共催金額（税込）

3月
3・4・5日

ランチョン
セミナー

50分 A 第1・2・3 ￥2,420,000

50分 B 第4・5・6・7 ￥2,200,000

50分 C 第8・9・10・11 ￥1,980,000

3月
4・5日

モーニング
セミナー

50分 A・B・C 第1～11 ￥1,650,000

3月
3・4 日

イブニング
セミナー

50分 A 第1・2・3 ￥2,420,000

50分 B 第4・5・6・7 ￥2,200,000

50分 C 第8・9・10・11 ￥1,980,000

タイプC 第8･9･10･11会場

(約200席)

※座席レイアウトはイメージです。

※お申し込み方法、運営に関わる詳細については、27ページをご確認ください。

会期終了後、アーカイブ配信※も可能です。

会長よりひとこと

※アーカイブ配信には別途費用がかかります。



５．企業展示及び書籍展示①

企業展示会場

フロアプラン（案）
※お申し込みに状況によって変更します。
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※お申し込みと運営に関わる詳細は28ページをご確認ください。

・展示ブースにQRコードリーダを設置して訪問者の会員情報取得可能です。
・参加者の動線を配した企業展示会場は本学術総会の目玉のひとつです。

ぜひ参加者が目を向け、足を止めたくなる魅力的な展示をお願いいたします！
・企業様専用の控え室（共用）を別途準備させていただきます。
・会長・理事長・理事による会場内巡回エグゼクティブツアーを行います。

ツアーの詳細や日時は、会期1ヶ月前ころにお知らせします。

会長よりひとこと



◇A, スペース小間

◎1小間 ＝ 間口（幅）1800mm×奥行900mm×高さ2400mm

◎最小小間数：４小間

◎募集予定小間数：150小間程度（先着順）
・スペース小間の場合、床面にスミ出しをしてお引き渡しいたします。
・会場のスペースの都合で、４小間以上でお申込みいただいても四方

が通路の独立小間で提供することが出来ない可能性があります。
会場壁面を背にする配置、あるいは
他社ブースと一辺が接する配置にな
ることもあり得ますので、予めご承
知おきください。

・スペース小間でお申込の場合は最低限
の特別装飾を行ってください。

◇C, 書籍展示

◎机(1800mm×600mm)を必要本数お申込ください。
・ご希望通りの机の本数を提供できない場合があります。
・机の本数を調整させていただくことがありますので、予めご承知おきください。
・机の本数が確定後(学会開催の約２か月前)に請求書をお送りいたします。

◇B, 基礎小間

◎1小間 ＝ 間口（幅）1800mm×奥行900mm×高さ2400mm

◎募集予定小間数：40小間程度（先着順）
・バックパネル・サイドパネル・パラペット
・社名板(白地に黒ゴシック文字で作成)
・展示台1台(W1.8m×D0.9m×H0.7m)
・白布付(商品用クロスはご用意ください)
・電気代は別途ご請求させていただきます
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５．企業展示及び書籍展示②

※お申し込みと運営に関わる詳細は28ページをご確認ください。

（１）場所：企業展示会場（書籍展示はフォワイエ等）

（２）申込締切日：2021年10月29日（金）（先着順）

（３）出展料金：A, スペース小間 ￥352,000／1小間（税込）

B, 基礎小間 ￥385,000／1小間（税込）

C, 書籍 ￥11,000／机1本（税込）

※参加者情報読み取り可能なQRコードリーダーの貸し出しを行う予定です。

1,800

900



（１）募集予定企業数：８社(予定)

（２）申込締切：2021年10月29日（金）（先着順）

※参加者情報読み取り可能なQRコードリーダーの貸し出しを行う予定です。

※面積は予定、金額は全て税込となります。以下の内容は上記出展料に含まれておりません。
・3kWを超える電気容量の幹線工事費
・発表用機材及び備品使用料(マイク、スクリーン、スライドプロジェクター、レーザーポインター等)

・ホスピタリティルーム(スペース)は全て特別装飾が必要になります。

ホスピタリティ
ルーム番号

フロア 場所・面積および立地条件 料金（税込）

①

３階

6ページ
参照

G311（122㎡）
☞2階から3階へ上がるエレベータ脇

¥2,750,000

②
G316（109㎡）
☞第6・7会場の間

¥2,200,000

③
G317（109㎡）
☞第6・7会場の間

¥2,200,000

④
G320（117㎡）

¥2,530,000☞ 横浜港が眺望できるスペース

⑤

４階

7ページ
参照

G411（128㎡）
¥2,750,000

☞3階から4階へ上がるエレベータ脇

⑥
G416（109㎡）

¥2,200,000☞第10・11会場の間

⑦
G417（109㎡）

¥2,200,000☞第10・11会場の間

G420（117㎡）
¥2,530,000⑧ ☞ 横浜港が眺望できるスペース

６．ホスピタリティルーム
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※お申し込みと運営に関わる詳細は29ページをご確認ください。

・QRコードリーダを設置すれば、訪問した会員情報を取得可能です。
・企業展示とは別に設けた専用スペースで、ここでは新製品のデモや様々な打ち
合わせ、休憩などのために貴社独自のホスピタリティを発揮してください！
・企業様専用の控え室（共用）を別途準備させていただきます。
・会長・理事長・理事によるエグゼクティブツアーのコースにも組み入れます！
ツアーの詳細や日時につきましては、会期1ヶ月前を目処にお知らせします。

会長よりひとこと



７．ポケットプログラム広告

（１）媒体： ポケットプログラム（B6サイズ）

（２）発行予定時期： 2022年2月下旬

（３）申込締切： 2021年11月30日（火）

（４）募集枠： 21社

広告料総額：3,047,000円 （税込）
ポケットプログラム作成経費 ：3,600,000円（税別）（800円×4,500部）

表2～4の掲載箇所
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広告場所 ページ数 料金（税込） 募集数

表２（表表紙の裏） カラー 1 ¥275,000 1

表３（裏表紙の裏） カラー 1 ¥253,000 1

表４（裏表紙の表） カラー 1 ¥330,000 1

中扉 （4色） カラー 1 ¥253,000 3

後付 モノクロ 1 ¥110,000 5

後付 モノクロ 1/2 ¥88,000 10

※お申し込みと運営に関わる詳細は30ページをご確認ください。



８. 動画広告 （講演会場・アーカイブ配信）①

（１）媒体： 動画広告（講演会場、アーカイブ配信時も放映します）

（２）申込締切： 12月下旬頃

（３）配信形式：タイプ① 各セッション開始前に60～120秒以内の広告動画（現地のみ）

タイプ② 各セッション開始後に15～30秒の広告動画（現地＋アーカイブ配信）

動画広告：会場配信イメージ
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※お申し込みと運営に関わる詳細は31ページをご確認ください。

日本心臓血管外科学会初の試みとして、動画広告による協賛を募集いた
します。「講演会場における幕間での上映」や「セッション冒頭での上
映（アーカイブ配信時も上映）」を行います。奮ってご応募ください！

会長よりひとこと

大血管領域
セッション

成人心臓セッション
タイプ

① タイ
プ

② 演題１

配信形
式

場所 放映時間 放映保証回数 金額（税込） 枠数 備考

タイプ① 現地会場 15秒～120秒 現地6回以上 ¥330,000 20枠 2回以上/1日×3日

タイプ②
現地

＋アーカイブ 15～30秒
現地3回

+アーカイブ
¥440,000 20枠

1回/1日×3日

+アーカイブ

※配信形式、放映されるセッションの詳細等は次のページをご参照ください

演題２



８. 動画広告 （講演会場・アーカイブ配信）②

（４）選択方式： A, 配信形式①、②のいずれかをお選びください。

B, ご希望の「セッション領域」お選びください。

例えば、貴社製品などに関連の深い「セッション領域」を選択する

ことで、広告効果が高まります。

領域名：成人心臓・大血管・血管外科・先天性・領域問わず

※放映するセッションの領域は、先着順にて決定いたします。

※動画配信を行う各領域のセッション数には限りがございますので、

一部ご希望に添えない可能性があります事をあらかじめご了承ください。

（５）募集枠： タイプ① 20枠

タイプ② 20枠

15

※お申し込みと運営に関わる詳細は31ページをご確認ください。

追加オプション：さらに広告効果を高めるために

放映タイミング・セッションをご指定いただけるオプションを

ご用意いたします

※オプションには別途料金がかかります。

※募集方法・金額等について、プログラム確定後ご連絡申し上げます。

追加オプション使用例

choice

choice

追加オプション



9．Webページ バナー広告

（１）掲載箇所： 第52回日本心臓血管外科学会学術総会ホームページ

URL https://site2.convention.co.jp/52jscvs/

（２）募集数： ６ 社（予定）（先着順）

（３）広告料 ： ¥ 275,000 ／ 1 枠 （税込み）（先着順、随時掲載開始）

（４）申込締切： 2021年12月15日（水）

掲載イメージ（Topページ以外にも常に掲載いたします）

バナー バナー

16

※お申し込みと運営に関わる詳細は32ページをご確認ください。

バナー

バナー バナーバナー



10．バナー広告（抄録アプリ）

（１）媒体名： バナー広告（抄録アプリ）

（２）募集数： １ 社（予定）

（３）広告料： ¥ 550,000 ／ 1 枠 （税込）

掲載位置はスマホ画面下部を予定しております。

（４）申込締切： 2021年12月15日（水）

17

広告面

アプリイメージ
※実際の広告面と

異なることがあります

※お申し込みと運営に関わる詳細は33ページをご確認ください。

抄録アプリは参加者約2500人がアクセスします。
アプリのHomeページに広告を掲載します。

会長よりひとこと

◎アプリ概要

・アプリ名（予定） JSCVS2022

・ユーザー 学術総会参加者 約2,500名

・対応機種（予定）

iPhone、iPad、Android

・アプリ制作費（概算）

￥1,232,000 ×1 式

= ¥ 1,232,000（税込）

・配信期間 2021 年 2 月上旬～3 月末

（約 2 ヶ月／予定）



11. 柱巻き広告①

（１）媒体名： 柱巻き広告

（２）掲載期間： 設営 2022年3月2日（火）

掲載 2022年3月3日（水）～5日（金）

（３）申込締切： 2021年10月18日（月）（先着順、30本 全50本）

（４）広告料：下表のとおり

※お申し込みと運営に関わる詳細は34～35ページをご確認ください。

プラン タイプ 広告本数 金額（税込）/枠 募集枠数

基本プラン（2階） カラー 5 ¥330,000 6

4階全フロアプラン カラー 5 ¥330,000 1

3階全フロアプラン カラー 5 ¥330,000 1

2階全フロアプラン カラー 20 ¥1,254,000 1

1階全フロアプラン カラー 30 ¥1,782,000 １

1・2階全フロアプラン カラー 50 ¥2,810,000 １

企業展示会場
参加受付・クローク

企業プレゼン等

柱巻き広告は、20本で2階全フロアを網羅することができますが、5本
ずつでも選択可能です。3階、4階は5本で第8〜11会場の前に位置します
。ぜひご応募ください！

会長よりひとこと

広
告
面

広
告
面

広
告
面

広
告
面

第1会場 第2会場

18

※お申し込み状況に応じて募集枠数は変動いたします。
あらかじめご了承ください。

終了しました
ありがとうご
ざいます



広告面

広
告
面
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広
告
面

広
告
面

11. 柱巻き広告②

2階フロアーは桜木町駅、みなとみらい駅からの来場者のメインエントランス。
★印の部屋はPC受付や座長受付としますので、多くの会員が柱巻き広告を目にし
ます。入口から見通せる場所であり、発表者の往来活発な2階です。

会長よりひとこと

み
な

と
み

ら
い

駅
方

面

※お申し込みと運営に関わる詳細は34～35ページをご確認ください。

PC
受付

座長
受付
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11. 柱巻き広告③

この5本の柱巻き広告●●●●●をぜひ、ホスピタリティルーム②、③もしくは
④とともに活用してください！第8・9会場では常時主題セッションもしくは一般
口演が行われる予定です。見通しの良い直線路で映えること間違いなしです。

会長よりひとこと

※お申し込みと運営に関わる詳細は34～35ページをご確認ください。

広
告
面

広
告
面

広
告
面

ホスピタリティルーム
②・③

第4会場

410席

第5会場

448席

第8会場

200席

第9会場

200席

控室⑧~⑨ ② ③
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11. 柱巻き広告④

この5本の柱巻き広告●●●●●をぜひ、ホスピタリティルーム⑥、⑦もしくは⑧
とともに活用してください！4階でも主題セッションを開催し、会員の動線を導く
工夫をいたします。直線路での柱巻き広告は見栄えが良いこと間違いなしです。

会長よりひとこと

※お申し込みと運営に関わる詳細は34～35ページをご確認ください。

ホスピタリティルーム
⑥・⑦

広
告
面

広
告
面

広
告
面

第6会場

410席

第7会場

448席

控室➉～⑪

第10会場

200席

第11会場

200席

⑥ ⑦



12．Wi-fiパスワード広告

（１）媒体： パシフィコ横浜ノース内 Wi-fiパスワード

（２）日程： 2021年3月3日（木）～3月5日（土）

（３）申し込み締切： 2021年12月15日（水）

（４）募集枠： 1社

種類 タイプ エリア 金額（税込）/枠 募集枠数

Wi-fiパスワード パスワード 会場全体 ¥880,000 1

JSCVS2022

＊＊＊＊＊

PC画面（イメージ） 携帯画面（イメージ）

＊＊＊＊＊

22

※お申し込みと運営に関わる詳細は36ページをご確認ください。

※赤文字の部分（ PW ）にご希望の
アルファベットに設定出来ます。

Wi-fiパスワードは会場の随所で立て看板に掲示します。
参加者が必ず入力する「ワード」を貴社名や製品名などにしませんか？

会長よりひとこと



13．抄録アプリパスワード広告

（１）媒体： 抄録アプリパスワード

（２）日程： 学術総会開催期間（オンデマンド期間を含む）

（３）申し込み締切： 2021年12月15日（水）

（４）募集枠： 1社

種類 タイプ 金額（税込）/枠 募集枠数

抄録アプリパスワード パスワード ¥1,100,000 1

23

※お申し込みと運営に関わる詳細は38ページをご確認ください。

会長講演
第1会場パシフィコ横浜ノース
00:00～00:00

会長講演

会長講演

＊＊＊＊＊

Click

終了しました
ありがとうご

ざいます



14．エコバッグ

（１）媒体： 当日配布用エコバッグ

（２）協賛金額： ¥550,000 ／ 1枠（400部） （税込）

（３）配布時期： 2021年3月3日（木）～3月5日（土）

（４）配布対象： 第52回日本心臓血管学術総会参加者・関係者
最大2400部配布予定

（５）申し込み締切： 2021年12月15日（水）

（６）データ 提出締切：2021年1月22日（金）

（７）募集枠： 6 社（お申し込み数に応じて6タイプご用意いたします）

※デザインについてはご相談に応じます。

（８）広告内容 ： 貴社名またはロゴ等を掲載します

（９）製作費（概算）： 400 部× 1,540 円 = ¥ 608,000 （税込）

24
※お申し込みと運営に関わる詳細は39ページをご確認ください。

企業様
ロゴ

エコバッグには本学術総会ロゴと企業ロゴ（1社のみ）を掲載いたします。

企業様
ロゴ

企業様
ロゴ

デザイン案A

デザイン案B

デザイン案C

汎用性のあるエコバッグを配布したいと考えています。
貴社のイメージカラーやロゴをアピールしませんか？

会長よりひとこと



15．プレゼンテーションコーナー

（１）場所： 企業展示会場内

（２）協賛料： スポンサーランクに応じて開催枠贈呈
（詳細は、P.8をご確認ください）

（３）開催時期： 3月3日（木）～5日（土）

（４）対象： 第52回日本心臓血管学術総会参加者・関係者

（５）協賛内容 ： 展示会場内に設営した特設ステージで
製品等に関するプレゼンテーションを行うことができます

25

※お申し込みと運営に関わる詳細は36ページをご確認ください。

会場イメージ



＜お申し込みと運営の詳細目次・申込締切日＞

申込締切日

2021年

４， 共催セミナー P.27 7月30日(金)

2次募集 11月30日（火）

５， 企業展示 及び 書籍展示 P.28 10月29日(金)

６， ホスピタリティルーム P.29 10月29日(金)

７， ポケットプログラム広告 P.30 11月30日(火)

８， 動画広告（講演会場・アーカイブ配信）P.31 12月下旬頃

９， Webページ バナー広告 P.32 12月15日(水)

１０， バナー広告（抄録アプリ） P.33 12月15日(水)

１１， 柱巻き広告 P.34 ～35 10月18日(月)

１２， Wifi パスワード広告 P.36 12月15日(水)

１３, 抄録アプリ パスワード広告 P.37 12月15日(水)

１４， エコバッグ P.38 12月15日(水)

１５， 企業プレゼンテーションコーナー P.39

１６， 申し込み要項 P.40

26



（１） プログラム編成について
テーマ、座長・演者の選定については、
最終的に貴社と運営事務局との合意
の上で決定いたしますので、
決定前の座長・演者への打診は行わないよう
お願い申し上げます。

（２） 日時・会場選定について
お申し込み受け付け後にプログラム調整の上、
運営事務局にて日程を決定いたします。
※ご希望に添えない場合もありますが、
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

（３） 座長・演者への依頼と連絡
座長・演者依頼等の諸連絡は、運営事務局との
合意後に貴社にて行っていただきます。

（必要であれば会長名の招聘状を発行いたします。
共催セミナー準備室までご連絡ください。）

（４） 共催費に含まれるもの

① セミナー会場借上費
※控室代は含まれておりません。

② PC（Windows）及び周辺機器
（スイッチャー、モニター、ケーブル等）

③ ビデオプロジェクター
④ メインスクリーン
⑤ デジタル計時回線
⑥ 手元灯（座長席・演台・進行席）
⑦ レーザーポインター
⑧ 音響関係機材（座長マイク、演台マイク、

フロア質問用マイク）
⑨ 会場付きPCエンジニア

（５） 共催費に含まれないもの
以下の費用については共催費に含まれておりません。
弁当、追加機材、控室、スタッフなどのご希望
については、プログラムの確定後に運営事務局
よりご担当者様に別途ご連絡いたします。
追加手配に際しては手配管理料15%を申し受けます
のであらかじめご了承ください。
① 座長・演者の謝礼・交通費

座長・演者の謝礼・交通費については、
貴社よりご本人に直接お支払いください。

② 参加者用弁当代

お弁当の取りまとめは共催セミナー
準備室にて承ります。

③ 控室会場費
控室の利用を希望の場合は、
別途控室借り上げ費を申し受けます。

④ 配布資料印刷製作費
チラシや当日配布資料などの製作は貴社にて
お願いいたします。

⑤ 当日運営人件費 (会場エンジニア以外)
受付係、アナウンス係、照明係、
計時進行係などの運営スタッフについては、
貴社にてご手配ください。
有料で共催セミナー準備室にて承ること
も可能です。

⑥ 追加機材
セミナー会場内に設置されている機材以外の
追加機材手配に関わる費用については、別途ご負担
いただきます。
（例：同時通訳機材、控室の試写用機材など）

⑦ アーカイブ配信
アーカイブ配信を行う際は、特設webサイト掲載費用
として別途費用が発生いたします。
詳細は後日ご案内いたします。

（６） 共催費の取り扱いについて
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の
運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政
機関の要請・指示・命令・規制など、主催者の
責めによらない事由により、主催者が催事開催を
制限・停止することとした場合、当該時点の共催
セミナーにかかる経費を鑑み、申込料金の一部
または全部を返金しない場合があります。

(７)  申込方法
以下URLより必要事項をご記入の上、
お申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2
Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVURVNCMjFT
UjY3QzUyVE9XR1lRU1lKSzVGRS4u

(８)  申込締切

2021年7月30日（金）

(９) 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
学会共催費用の支払いに関し、各社が公開されること
に同意します。
（開示形式例：第52回日本心臓血管外科学会学術総会

ランチョンセミナー：○○円）

(１０） 共催セミナーに関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 
大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

４．共催セミナー
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVURVNCMjFTUjY3QzUyVE9XR1lRU1lKSzVGRS4u


(1) 出展料
スペース小間：352,000円/小間 (税込) 
基礎小間 ： 385,000円/小間 (税込)
書籍展示 ： 11,000円/本 (税込)

(2) 出展申込方法
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、日本医療機器学会事務局
宛てにお送りください。お申込みは、Eメール

(AEA07242@nifty.com)、またはFAX(03-3814-3837)にて
承ります。なお、お申込み後1週間以内にEメールにて申込書の
受理確認通知をお送りします。
１週間を過ぎても、受理確認通知が届かない場合は、
日本医療機器学会事務局までご照会ください。

(3) 出展料の納入
請求書をお送りいたしますので、請求書記載の払込期限迄に
お支払いください。
請求書は申込書受領後、2021年11月下旬以降に展示事務局より
郵送いたします。2022年1月末日迄に請求書記載の学術総会
指定口座にご送金ください。
なお、締切日迄にお申込になられた方で、2021年12月10日

(金)を過ぎても請求書がお手元に届かない場合は、展示事務局
までご照会ください。

(4) 申込者からの出展キャンセル
出展申込後、やむを得ない事情により申込の取消をしたり、
申込小間数を減らしたりする場合は、以下の通り規定の取消
手数料を申し受けます。
予めご承知おきください。
なお、取消等の意思表示は展示事務局に対しての書面による
通知のみを有効とします。

(5) 申込締め切り
2021年10月29日（金）

(6)薬機法未承認品の出展について
未承認医療用具の出展を検討されている方は、
第52回日本心臓血管外科学会学術総会会長宛 の

「出展申請書」を日本医療機器学会事務局までご提出ください。
なお、この申請書は会期２ヶ月前頃に発送を予定している
「展示会出展の手引き」に同封いたします。

(7)展示場所及び小間配置について
小間の配置につきましては、申込小間数や申込順、
出展内容等を勘案し、日本医療機器学会事務局で素案を
作成し、最終的に主催者が決定します。
その際に、出展申込書に記載されている内容を元に、
類似製品を出展するブースが近隣配置にならないよう可能な
限り配慮いたします。
ただし、出展製品名を出展申込書に記入する際に
略称(例・ABC-5100)でご記入いただきますと、日本医療機器
学会事務局では正確な出展内容を把握することが
出来ませんので、一般的名称(例・鋼製小物)でのご記入を
お願いいたします。
また、競合他社との近隣配置を避けたい方は、出展申込書の
通信欄にその旨及び該当社名等を明記していただければ、
可能な限り配慮いたします。
なお、小間割を皆様にご案内出来るのは会長の
了解をいただいた後になりますので、
予めご承知おきください。
展示会の詳細（注）は、『出展の手引き』にまとめて

2021年12月下旬頃迄にご担当者様宛にお送りする予定です。
注） 小間割、展示会の開催時間、搬入出スケジュール、

装飾に際しての注意事項等

（8）主催者による申込受付の保留・取消について
出展内容が当学会に併設する企業展示の趣旨にかけ離れてる

と主催者が判断した場合は、申込受付を保留または拒否する
場合もあります。予めご承知おきください。
※例）医師の転職アルバイト情報

（9）その他
本展示会においては、現金の授受等製品の販売とみなされる
行為は一切出来ませんので、予めご承知おきください。
二重価格を連想させる文言(学会期間限定の割引価格、
標準価格の○○％オフ等)が出ている張り紙等の掲示も
不可とします。
天災事変等やむを得ない事由により学会を開催することが
不可能になった場合、主催者は会期の変更または開催の中止
を判断する権限を有します。
主催者はこれによって生じる損害について賠償の
責めを負いません。
お申込み後に、会社名、会社の所在地、ご担当者様等の変更
が生じた場合は、展示事務局まで速やかにご連絡ください。

（10）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
研究費の寄付、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 行う学会共催費用の支払いに関し、各社が公開され
ことに 同意します。
（開示形式例：第52回日本心臓血管外科学会学術総会

機器展示：○○円）

（１１） 出展料の取り扱いについて
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、
停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・
命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、
主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、当該
時点の出展にかかる経費を鑑み、申込料金の一部または全部
を返金しない場合があります。

(1２) 企業展示(ブース展示)及び書籍展示に関するお問合せ
一般社団法人 日本医療機器学会事務局
展示担当：原口 幹
〒113-0033 東京都文京区本郷3-39-15 医科器械会館4F
TEL：03-3813-1062 FAX：03-3814-3837
E-mail:AEA07242@nifty.com

・申込日から2021年11月30日までは出展料金全額の30％
・2021年12月1日から2022年1月31日までは出展料金全額の50％
・2022年2月1日以降は出展料金全額(100％)

５．企業展示及び書籍展示
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(1) 出展申込方法
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、日本医療機器学会
事務局宛てにFAX(03-3814-3837)でお申込ください。
お申込みは、Eメール(AEA07242@nifty.com) または
FAX(03-3814-3837)にて承ります。なお、お申込み後
1週間以内に、Eメールにて申込書の受理確認通知を
お送りします。1週間を過ぎても、受理確認通知が届かない
場合は、日本医療機器学会事務局までご照会ください。

(2) 出展料の納入
請求書をお送りいたしますので、請求書記載の払込期限迄
にお支払いください。
請求書は申込書受領後、2021年11月下旬以降に日本医療機器
学会事務局より郵送いたします。2022年1月末日迄に
請求書記載の事務局指定口座にご送金ください。
なお、締切日迄にお申込になられた方で、
2021年12月10日(火)を過ぎても請求書がお手元に届かない
場合は、展示事務局までご照会ください。

(3) 出展料の取り扱いについて
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、
停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・
命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、
主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、
当該時点の出展にかかる経費を鑑み、申込料金の一部
または全部を返金しない場合があります。

(4) 申込者からの出展キャンセル
出展申込後、やむを得ない事情により申込の取消をする
場合は以下の通り規定の取消手数料を申し受けます。

予めご承知おきください。
なお、取消等の意思表示は展示事務局に対しての書面による
通知のみを有効とします。

(5) 申込締め切り
2021年10月29日（金）

(6) 薬機法未承認品の出展について
未承認医療用具の出展を検討されている方は、
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 会長宛 の
「出展申請書」を日本医療機器学会事務局まで
ご提出ください。
なお、この申請書は会期２ヶ月前頃に発送を予定している「展
示会出展の手引き」に同封いたします。

(7) 展示場所
展示場所の割振りにつきましては、各社の希望や申込順、
出展内容等を勘案し、最終的に主催者が決定します。
出展製品名を出展申込書に記入する際に、
略称（例・ABC-5100）でご記入いただきますと、日本医療
機器学会事務局 では正確な出展内容を把握することが
出来ませんので、一般的名称(例・鋼製小物)でのご記入を
お願いいたします。
展示会の詳細(注)は、『出展の手引き』にまとめて

2021年12月下旬頃迄にご担当者様宛にお送りする予定です。
注） 部屋割、展示会の開催時間、搬入出スケジュール、

装飾に際しての注意事項等

（8）主催者による申込受付の保留・取消について
出展内容が当学会に併設する企業展示の趣旨に
かけ離れていると主催者が判断した場合は、申込受付を
保留または拒否する場合もあります。
予めご承知おきください。
※例）医師の転職アルバイト情報

（9）その他
本展示会においては、現金の授受等製品の販売とみなされる
行為は一切出来ませんので、予めご承知おきください。
二重価格を連想させる文言(学会期間限定の割引価格、
標準価格の○○％オフ等)が出ている張り紙等の掲示も
不可とします。
天災事変等やむを得ない事由により学会を開催することが
不可能になった場合、主催者は会期の変更または開催の中止
を判断する権限を有します。主催者はこれによって生じる
損害について賠償の責めを負いません。
お申込み後に、会社名、会社の所在地、ご担当者様等の
変更事項が生じた場合は、展示事務局まで速やかに
ご連絡ください。

(10) 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

に対して行う学会共催費用の支払いに関し、
各社が公開されることに同意します。
（開示形式例：第52 回日本心臓血管外科学会学術総会

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｽﾍﾟｰｽ：○○円）
申込日から2021年10 月28 日までは出展料金全額の30％
2021年10 月29 日から2022年1 月31 日までは
出展料金全額の50％
2022年2 月1 日以降は出展料金全額(100％)

（11） 出展料の取り扱いについて
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、
停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・
命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、
主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、当該
時点のホスピタリティルームにかかる経費を鑑み、
申込料金の一部または全部を返金しない場合があります。

(12)  特別企業展示(ホスピタリティルーム・スペース)に
関するお問合せ
一般社団法人 日本医療機器学会事務局 展示担当：原口 幹

〒113-0033 東京都文京区本郷3-39-15 医科器械会館4F
TEL：03-3813-1062 FAX：03-3814-3837
E-mail:AEA07242@nifty.com

・申込日から2021年11月30日までは出展料金全額の30％

・2021年12月1日から2022年1月31日までは出展料金全額の50％

・2022年2月1日以降は出展料金全額(100％)

６．ホスピタリティルーム
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(1) 広告費の取り扱いについて
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の
運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の
要請・指示・命令・規制など、主催者の責めに
よらない事由により、主催者が催事開催を制限・
停止することとした場合、当該時点のポケット
プログラムの制作にかかる経費を鑑み、申込料金の
一部または全部を返金しない場合があります。

(2) 申込方法
以下URLよりお申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q
2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjU
wMTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

(3) 申込締切
2021年11月30日（火）

(4) 広告原稿
広告版下は、データのみの入稿としております。
お申込み完了後、広告版下データを右記運営事務局宛
にメール添付にてお送りください。ご送付の際は、
学会名・貴社名、ご担当者名・申込み内容を
明記してください。

≪データ入稿の際の諸注意≫ 
・Adobe Illustrator（文字のアウトライン化済）

またはオフセット印刷用のPDF
（PDF／X-1a または PDF／X-4 で解像度が
300dpi 以上推奨）データにてお願いいたします。

・RGB や特色は、必ずCMYK やグレースケールに
変換してください。

・Illustrator で入稿の際は必ず画像は埋め込んで、
出力見本（PDF、JPG、PSD）も
一緒にお送りください。

・ブリード版も可能です。追加料金はかかりません。

・編集を要しないデータで入稿してください。
編集を要する原稿でお預かりする場合は
指示内容により実費相当額をご請求させて
いただく場合がございますので予めご了承ください。

(5) 版下提出締切
2022年1月14日（金）必着

(6) ポケットプログラム広告に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

７．ポケットプログラム広告
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（1） 動画制作

各社様にてご作成をお願いいたします。
mp4形式で運営事務局宛にご提出ください。

（2） 申込締切
2021年12月下旬頃
※先着順で受け付けいたします。

（3） データ送付締切

2021年1月22日（金）

mp4形式でご提出ください。

（4） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2
q2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUMUlR
RzhHQUlPVUVLRDdQQjJLRjdDMzZQNi4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（５） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

（６） 追加オプションについて
プログラム確定後、セッション単位で指定して
いただくことが可能です。
追加オプションには、別途料金がかかります。
詳細は後日ご連絡申し上げます。

（７）動画広告 –講演会場・アーカイブ配信-に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

８. 動画広告 （講演会場・アーカイブ配信）
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（1） 広告バナー

各社様にてご作成をお願いいたします。
GIF 形式 もしくは、JPEG 形式、
FLASHバナーで運営事務局宛にご提出ください。
提出方法、期日は以下にてご確認ください。

（2） 広告仕様

広告データについて バナー広告データは貴社で
ご準備ください。
その際、以下の仕様を満たすようにご留意ください。
データ形式 GIF 形式 もしくは、JPEG 形式。
アニメーション GIF、FLASHバナーの掲載も可能です。

（３）申込締切日

2021年12月15日（水）
※先着順で受け付けいたしますので、

締切前に枠が完売する場合もございます。

（４） データ送付締切

2021年1月22日（金）

（５） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q
2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNj
UwMTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（６） 申込先

第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

（７） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

(８) Webページ広告に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

9．Webページ バナー広告
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（1） 広告バナー（抄録アプリ）

各社様にてご作成をお願いいたします。
GIF 形式 もしくは、JPEG 形式、
FLASHバナーで運営事務局宛にご提出ください。
提出方法、期日は以下にてご確認ください。

（2） 申込締切日

2021年12月15日（水）
※先着順で受け付けいたしますので、

締切前に枠が完売する場合もございます。

（3） データ送付締切

2021年1月22日（金）

（4） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2
Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjUw
MTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（5） 申込先

第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

（6） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

(7) バナー広告（抄録アプリ）に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

10．バナー広告（抄録アプリ）
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(1) 申込方法

総会ホームページのオンライン回答フォームに必要事項を
ご記入の上、お申し込みください。

(2) 申込期限

2021年10月18日（月）

(3) 広告データ提出期限

2021年11月19日（金）

(4) 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2
Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjUw
MTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

(5) 入稿方法

アプリケーション
「Adobe 社製Illustrator CC」
1フォントは全て
「アウトラインを作成」してください。
全選択 → 書式から「アウトラインを作成」
2写真データの解像度は原寸で「150dpi」以上にて
ご用意ください。
上記仕様以外のデータの場合は、別途費用が掛かる可能性が
ございます。
あらかじめご了承ください。

(6)  広告データ送付先

第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

(7)  広告掲載料の納入

申込締め切り後、請求書を郵送いたしますので、
記載の払い込み期限迄に指定の口座にお振込みください。
口座情報は請求書に記載いたします。

(8) 広告費の取り扱いについて

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、
停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・
命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、
主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、
催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合
があります。

11. 柱巻き広告（1階・2階）
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(1) 申込方法

総会ホームページのオンライン回答フォームに必要事項を
ご記入の上、お申し込みください。

(2) 申込期限

2021年10月18日（月）

(3) 広告データ提出期限

2021年11月19日（金）

(4) 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2
Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjUw
MTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

(5) 入稿方法

アプリケーション
「Adobe 社製Illustrator CC」
1フォントは全て
「アウトラインを作成」してください。
全選択 → 書式から「アウトラインを作成」
2写真データの解像度は原寸で「150dpi」以上にて
ご用意ください。
上記仕様以外のデータの場合は、別途費用が掛かる可能性が
ございます。
あらかじめご了承ください。

(6)  広告データ送付先

第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

(7)  広告掲載料の納入

申込締め切り後、請求書を郵送いたしますので、
記載の払い込み期限迄に指定の口座にお振込みください。
口座情報は請求書に記載いたします。

(8) 広告費の取り扱いについて

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、
停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・
命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、
主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、
催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合
があります。

11. 柱巻き広告（3階・4階）
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（1） Wi-fiパスワード

半角英数字記号にて8～64桁にてご設定ください。
※大文字小文字を区別します。

入力時にはご注意ください。

（2） 申込締切日

2021年12月15日（水）
※先着順で受け付けいたします。

（3） パスワード送付締切

2021年1月22日（金）

（4） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q
2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjU
wMTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（5） 送付方法

お問い合わせ先にあるメールアドレスに
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

（6） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

(7)  Wi-fiパスワード広告に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

12．Wi-fiパスワード広告
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（1） 抄録アプリパスワード

半角英数字記号にて8～64桁にてご設定ください。
※大文字小文字を区別します。

入力時にはご注意ください。

（2） 申込締切日

2021年12月15日（水）
※先着順で受け付けいたします。

（3） パスワード送付締切

2021年1月22日（金）

（4） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q
2Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjU
wMTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（5） 送付方法

お問い合わせ先にあるメールアドレスに
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

（6） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

(7)  抄録アプリパスワード広告に関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

13．抄録アプリパスワード広告
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（1） コングレスバッグ規格

バッグの仕様が決定次第、ご相談させていただきます
※バッグの仕様は、会長にご一任ください

（2） 申込締切日

2021年12月15日（水）
※先着順で受け付けいたしますので、

締切前に枠が完売する場合もございます。

（3） ロゴマーク送付締切

2021年1月22日（金）

（4） 申込方法

以下URLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2
Nz727ES8FIaBYFEucgHIdxH31H5LhCV1Fn8OYzVUQ1RJNjUw
MTZES1pXNFo3UDg5OUlQOUgxTS4u

※表紙ご希望が複数の場合は、運営事務局にて決定
となりますので予めご了承ください。

（5） 送付方法

お問い合わせ先にあるメールアドレスに
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

（6） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

(7) コングレスバッグに関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

14．エコバッグ
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（1） 提出データ形式

PPTもしくは、音声データ(15分以内、動画可)

（2） テータ提出締切

2021年1月22日（金）

（3） 申込方法

下記運営事務局へメールにてご連絡ください。

（4） 送付方法

お問い合わせ先にあるメールアドレスに
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

（5） 会期、開場時間、会場、開催形態の変更について

やむを得ない事情により学会会期、開場時間、会場
開催形態（オンライン開催等）を変更することが
あります。
この変更を理由として、お申込みを取り消すことは
できません。また、学会はこの変更によって生じる
一切の損失に対し責任を負わないものとします。

（6） プレゼン・インタビューコーナーに関するお問合せ
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F
TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

15．企業プレゼンテーションコーナー
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ご請求について
ご請求書の発行は、各枠の確定後にいたします。
お支払時期は請求書発行後1ヶ月以内を予定しております。
振込先情報については、以下ご参照ください。

（口座情報）
銀行名：みずほ銀行
支店名：新百合ヶ丘支店
店番号： 393

口座種類： 普通預金
口座番号： 3039373
口座名義：第52回日本心臓血管外科学会

ﾀﾞｲ52ｶｲﾆﾎﾝｼﾝｿﾞｳｹﾂｶﾝｹﾞｶｶﾞｯｶｲ

【お問い合わせ先】
第52回日本心臓血管外科学会学術総会 運営事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14F

TEL：03-3508-1214 / FAX：03-3508-1302
E-mail: jscvs52@convention.co.jp

16．申し込み要項



第52回日本心臓血管外科学会学術総会ポスター
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