
第10７回日本泌尿器科学会総会  

＜大会テーマ＞ 

技術と心の調和：次世代への胎動 

各種募集のご案内 
企 業 展 示 

ホスピタリティスペース 

モーニング・ランチョン・サテライト・教育セミナー 

プログラム広告掲載 

バナー・アプリ広告 

ネームストラップ 

【会   期】 2019年4月18日（木）～21日(日) 

【会   場】 名古屋国際会議場・名古屋学院大学クラインホール 

【会   長】 市川 智彦  

       （千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 教授） 



謹啓 貴社におかれましては益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。 

さて、2019年4月18日（木）～21日(日)の4日間、名古屋市の名古屋国際会議場、名古

屋学院大学におきまして、第107回日本泌尿器科学会総会を開催させていただくことと

なりました。 

 一般社団法人日本泌尿器科学会は、会員数が年々増加し、腎泌尿器科学分野の基幹

学会として現在9,000名近くの会員を擁しています。明治45年（1912年）に日本泌尿器

科学会の前身である日本泌尿器病学会が設立され、第1回総会（学術集会）が開催され

てから、2019年で107回目を迎えます。日本泌尿器科学会では先端的な医学研究の推進、

高度な医療技術の開発と提供、優秀な泌尿器科医の育成、信頼できる地域医療の確立

を目指し、国民の健康増進のため現在さまざまな活動を進めております。 

 毎年開催される学術総会では、全国から約7,000名にも及ぶ会員が一堂に会し、日頃

の研究、診療、教育の成果を発表するとともに、泌尿器科学に関する最新の知識と情

報を発信しております。これらの臨床研究や治療開発を通じて、我が国の医学、医療

の発展と国民の健康と福祉の向上に大きく貢献しております。今回の第107回総会では、

そのメインテーマを、「技術と心の調和：次世代への胎動」としました。最先端の技

術に心が伴うことにより、調和のとれた血の通う医療を提供することができると考え

ております。調和がもたらす一種の静寂の中から、次世代に向かって進歩しようとす

る医療の胎動を感じられるような学術総会を目指しております。本会会場では1週後に

「医学と医療の深化と広がり～健康長寿社会の実現をめざして～」をメインテーマと

して第30回日本医学会総会が開催される予定となっています。他診療科との境界領域

において泌尿器科が果たすべき役割、高齢化社会に対応していく泌尿器科の在り方も

見据えながら、若手医師に技術や心を伝承していきたいと考えております。現在、事

務局一同、従来のプログラムをさらに充実させ、参加される医師やコメディカルの

方々にとって有意義な会となるよう、様々な企画を考えております。 

 本来、会議の諸費用は参加費をもって賄うべきでありますが、質素倹約を旨として

運営を行いましても、昨今の諸費用高騰のため、参加費のみでの運営は甚だ困難と言

わざるをえません。 

つきましては、本会での各種共催、展示、広告等の募集を行いますので、貴社のご理

解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます。ぜひとも私共の意のあ

るところをお汲み取りいただき、ご検討いただきますようお願い申しあげます。 

 末筆ではございますが、貴社のますますのご発展をお祈り申しあげます。 

謹 白 

 

2018年2月吉日 

第107回日本泌尿器科学会総会 

会長 市川 智彦 

千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 教授 

ご挨拶 
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■開催概要 

 
1． 学会名称       第107回日本泌尿器科学会総会  
          

2． 主 催        第107回日本泌尿器科学会総会 
               会長 市川 智彦 
               （千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 教授） 
 

3． 会 期        2019年4月18日（木）～ 4月21日（日） 
               （4月21日(日）は卒後教育プログラムビデオ講習のみ開催） 
 
4． 会 場        名古屋国際会議場 
                〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1-1 
       名古屋学院大学 白鳥学舎 クラインホール 

        〒456-8612 名古屋市熱田区熱田西町1番25号 

 

5． テーマ        技術と心の調和：次世代への胎動 

                 

6． 参加者数      約7,000名  
 

7． プログラム概要    特別講演、基調講演、特別企画、シンポジウム、 
               一般演題（ビデオ、口演、ポスター） 
               ランチョンセミナー・モーニングセミナー・サテライトセミナー  等 
 

8． 総会ホームページ 準備中 

 

9． 総会事務局    千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 

      〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 

      Tel: 043-226-2134 Fax:043-226-2136 
 
10．学会事務局    一般社団法人 日本泌尿器科学会 事務局 
       〒113-0034 東京都文京区湯島2-17-15 
      Tel: 03-3814-7921 Fax: 03-3814-4117 
 

11．運営準備室    株式会社コングレ 
                〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 
               Tel: 03-5216-5318 Fax: 03-5216-5552 
               E-mail: jua2019@congre.co.jp 



- 3 - 

企業展示募集要項 

■開催日時 

■展示会場 

■出展料、小間仕様 

2019年  4月18日（木） 9:00～18:00 

          19日（金） 8:30～18:00 

          20日（土） 8:30～15:30 

名古屋国際会議場 （〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1-1） 

●基本装備に含まれる仕様  

・バック及びサイドパネル ・パラペット ・社名版 

・展示台（白布付き） ・蛍光灯（40W：ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの裏に取付）  

・コンセント（100V、200W） 

●基本装備に含まれる仕様  

・バックパネル ・社名版 ・システム台（引戸付き） 

・ダイクロハロゲン（アーム付きランプ2 灯） 

※プログラムにより若干開催時間が変更になることがあります。 

医療機器、医療用具、医薬品、検査機器、試薬、書籍他 ■出展対象 

①基礎小間 （1.62㎡：W1,800×D900×H2,400）     1小間 260,000円 （税別） 
 

②スペース小間 （1.62㎡：W1,800×D900）               1小間 260,000円 （税別） 
 
      ※消費税は、今後の改正消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 

【出展料金】 

・パネルは木工、白経師（白加工紙貼り）仕上げです。 
・基礎小間の壁面には釘、ビスなどをご使用いただけます。                                                                                                                                                   
・W1800×D900×H700の展示台が1台付属いたします。 
・蛍光灯（FL40W）が1灯付属いたします。 
・社名板（Ｗ.Ｒベース・黒ゴシック文字）W900 ×H200が1枚付属いたします。 
・電源（コンセント）はついておりません。出展者の希望により有料で、電気配線工事を行います。 
 出展位置確定後にお送りするオプション備品申込書にてお申込ください。 
 
  

【小間仕様】 

①基礎小間  
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企業展示募集要項 

●基本装備に含まれる仕様  

・バック及びサイドパネル ・パラペット ・社名版 

・展示台（白布付き） ・蛍光灯（40W：ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの裏に取付）  

・コンセント（100V、200W） 

●基本装備に含まれる仕様  

・バックパネル ・社名版 ・システム台（引戸付き） 

・ダイクロハロゲン（アーム付きランプ2 灯） 

【小間仕様】 

②スペース小間  

・高さ制限：展示場所が確定次第、別途ご案内いたします。 
・スペース小間をお申込の場合、床面に墨だしを実施の上お引渡しいたします。 
 また、四面開放とならず、壁面もしくは隣のブースと隣接する可能性もございますので、予めご了承 
 ください。 

■出展申し込み方法 

添付『企業展示申込書』に必要事項を記載の上、Emailもしくはファックスにて運営準備室まで 

お申し込みください。申込内容を確認後、追って請求書を発行いたします。ご入金確認後、 

正式な申込とさせていただきます。 

また、お申込み後、出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者はその受付

を保留・拒否する場合がありますので、ご了承ください。 

■申込み期限 

申込み期限は2018年10月２４日（水）といたしますが、スペースに限りがございますので 

上限に達しましたら締め切らせていただきます。 

■出展料のお支払 

申込締切後、出展料の請求書を発行いたします。 
なお、会期中にご使用されました備品・電源仮設料金・電気使用量等は会期終了後にご請求
いたします。 

■出展申込の解約 

出展申込の解約は原則として認めませんが、止む無く解約する場合は、その理由を明記した 
文章を提出して了承を得てください。 

■小間の配置 

各社小間の割当は、申込締切後に主催者で決定いたします。(2018年12月頃） 

・ 小間配置の割当は、小間数や競合状況・申込順などを勘案して決定します。 

・ 出展社が主催者の許可無くスペースの全部または一部を第三者に譲渡・賃与・交換すること 

 はできません。 

・ 企業グループ、業務提携により出展社相互から希望があった場合、隣接もしくは近隣に配置 

 することが可能です。申込時にお申し出ください。 

・また出展に関する詳細（オプション申込、小間装飾規定等）につきましては後日送付の「出展 

 要項」にてご案内いたします。出展社説明会は行いません。 
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企業展示募集要項 

■今後のスケジュール 

・出展申込締切日    2018年10月24日（水） 

・小間の割り当て        2018年12月上旬  

・出展マニュアル送付      2018年12月下旬 

                   （オプション申込書締切日 2019年2月下旬予定） 

 

■搬入・搬出（予定） 

搬入： 2019年4月17日（水） 午後 
搬出： 2019年4月20日（土） 夕方 
  ※特別装飾が必要な場合は、設営時間等考慮いたします。 
   小間割（レイアウト）、搬入・搬出スケジュール等の詳細につきましては、 「出展要項」にて 
   後日ご案内いたします。 

■その他 

●会場・会期などの変更 
  やむを得ない事情により会場・会期・開場時間を変更する場合があります。この変更を理由として   
  出展申込を取消すことはできません。またこれによって生じた損害は補償いたしません。 
  

●出展物について 
 出展対象に記載された範囲のもの、および主催者の認めたものとします。 
  
 1）出展物の管理：出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出展物の窃盗・紛 
   失・火災・損傷等不可抗力による出展物の損害に対して、補填等の責任は一切負いませんので 
   ご了承ください。 
 
 2）出展物の販売の禁止：会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。  
   ただし、主催者の認めたものは限定的に許可する場合があります。 
 
 3）薬事法未承認品の展示：運営準備室までお問い合わせください。 

●補償 
  出展社およびその委託業者が、他社の小間・展示物、主催者の設備および人身等に損害を与え    
  た場合は、その補償は出展社が責任を負うものとします。展示会場および出展申込状況等の理   
  由による展示規模や仕様の変更、または展示会の延期・中止における出展社への影響や発生す   
  る費用は、出展社の責任において対処くださいますようお願いいたします。 
  

●プログラムの聴講について 
 出展者については、本大会の発表会場および大会プログラムへの参加資格がないため、プログラ 
 ムの聴講等を希望される場合は、必ず学会の参加登録(有料)を行ってください。 
 展示会場では必ず「出展者証」の着用をお願いいたします。 
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ホスピタリティスペース募集要項 

■開催日時・場所 

■使用料金 

１）日 時： 2019年4月18日（木）～ 4月20日（土） 

２）会 場：  名古屋国際会議場 （〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1-1） 

 ①2号館1階ロビー 10m×8m 80㎡ ＋ 6m×8m 48㎡ 

 ②1号館アトリウム2階(金鯱横) 15m×4m 60㎡ 

ホスピタリティスペースとは、会期中に学会場施設内・会議室を使用して、各社が「講演」「展示」「休

憩」などとして使用出来る専用スペースです。 

ただし、その利用方法は、あくまでも学術大会として参加者に有意義な情報提供・交流であることを目

的とします。なお、大会側は会場のみを提供するだけで、付随してかかる費用（パネル・機材等）は各社

負担とします。（オプションをご用意します） 

※スペース渡しとなります。 

※ 希望会場が重複した場合の割り振りは、主催者にて決定させていただきますことご了承ください。 

※ 学会プログラムや応募状況により、上記会場が変更・追加になる場合があります。 

■お申し込み期限 

2018年9月28日(金） 

■お申込み方法 

添付「ホスピタリティルーム・スペース申込書」に必要事項を記載の上、Emailもしくはファックスにて 

運営準備室までお申し込みください。申込内容を確認後、追って請求書を郵送致します。ご入金確

認後、正式な申込とさせていただきます。 

■搬入・搬出（予定） 

搬入： 2019年4月17日（水） 午後 
搬出： 2019年4月20日（土） 夕方 
  ※特別装飾が必要な場合は、設営時間等考慮いたします。 
   詳細につきましては、「ホスピタリティスペース実施要項」にて後日ご案内 
   いたします。 

※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 

①7,000,000円（税別） ②5,000,000円（税別） 

正面玄関 

①2号館1階ロビー 

②1号館アトリウム2階 
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ランチョン/モーニング/サテライト/教育セミナー募集要項 

■ 開催概要 

大会期間中3日間に講演会場を用いて、『ランチョンセミナー』『モーニングセミナー』『サテライトセミ

ナー』を下記要領にて開催いたします。日程や会場規模につきましてはご希望を伺いますが、プログラ

ムとの兼ね合いや募集状況により調整させていただくことがあるかもしれませんことご了承ください。 

開催会場は全て名古屋国際会議場です。 

●ランチョンセミナー 2019年4月18日（木）・19日(金)・20日（土） 3日間 

 募集予定枠数 34枠    各日 12：00～13：00 予定 

 

●モーニングセミナー     2019年4月19日（金）・20日（土） 

  募集予定枠   2枠    7：30～8：20 予定 

 

●サテライトセミナー      2019年4月18日（木） 

  募集予定枠   4枠     18：00～19：00 予定 

 

●教育セミナー 2019年4月21日(日) 

  募集予定枠  1枠 12:30-13:30 予定 

  

■ 共催金(税別) 

モーニング/ランチョン/サテライトセミナーともに、会場収容規模に応じた金額設定となっております。 

会場 収容席数 
4月18日(木) 4月19日(金) 4月20日(土) 4月21日(日) 

LS SS LS  MS LS MS 教育セミナー 

Ａクラス 250席以上 6枠 2枠 6枠 1枠 5枠 1枠 1枠 

Ｂクラス 250席未満 6枠 2枠 6枠 ー 5枠 ー ー 

■予定会場 収容人数・募集枠数 ランチョンセミナー：LS モーニングセミナー：MS サテライトセミナー：SS 

会場 ランチョン 
（LS） 

モーニング 
（MS） 

サテライト 
（SS） 

教育セミナー 

Ａクラス 2,000,000円 1,800,000円 2,000,000円 4,000,000円 

Ｂクラス 1,800,000円 ー 1,800,000円 ー 

※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 
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ランチョン/モーニング/サテライト/教育セミナー募集要項 

■お申込み方法 

添付「ランチョン/モーニング/サテライト/教育セミナー申込書」に必要事項を記載の上、Emailもしくは 

FAXにて運営準備室までお申し込みください。セミナー枠決定後、追って請求書を郵送致します。 

ご入金確認後、正式な申込とさせていただきます。 

   ※希望されるセミナー枠を選択の上、第3希望まで必ず明記してください。 

   ※現在予定されているテーマ、座長、演者をご記入ください。 

 
■お申し込み期限 

2018年8月31日（金） 

共催費に含まれるもの 
  1）会場費 
  2）基本会場付帯設備・備品費（音響・照明、机・椅子等） 
  3）基本機材使用費 
     PC発表用プロジェクター、スクリーン、計時回線、卓上ライト（座長・演者・進行席） 
     演台用レーザーポインター 
     ※発表機材は、PCプレゼンテーション1面のみとなります。 
  4）映像機材オペレーター 
 
共催費に含まれないもの 
  1）参加者用お弁当・飲み物 
    ※お弁当の内容は主催者で決定し、手配させていただきます。 
       ただし、個数につきましてはご相談させていただく可能性がございます。 
    ※モーニングセミナー、サテライトセミナー、教育セミナーにつきましても、参加者への軽食、 
      お弁当等飲食のご提供を予定しております。 
  2）控室会場費・控室飲食費 
  3）座長・演者の交通費（渡航費含む）、謝金、宿泊費、接遇費 
    ※上記に関しては、貴社よりご本人に直接お支払いください。 
  4）看板・装飾品（会場前看板、氏名掲示など） 
  5）配布資料製作費・印刷費 
  6）運営スタッフ（アナウンス、進行係、照明係、お弁当・資料配布係など） 
  7）追加機材 
  8）控室用備品（PC、プロジェクターなど） 

■注意事項 

●座長・演者依頼 
  テーマ、座長・演者については、皆様方のご希望をお伺いしますが、大会プログラムと調整の上、 
  ご相談させてもらう場合があります。 
  主催者側より指示があるまでは座長・演者との交渉は行わないようお願いいたします。 
   
●宿泊・交通（渡航等）の手配など 
  各社様にてご対応ください。 
 
●追加手配（オプション）事項について 
  ・当日運営に必要なものは運営準備室にて一括手配いたします。  
   お申込み方法など詳細については後日「開催概要」にてご案内いたします。 
    「開催概要」送付時期：2019年2月中旬予定 
  ・追加発注物については事前に見積書を発行し、請求書は会期後に発行いたします。 
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ランチョン/モーニング/サテライト/教育セミナー募集要項 

●印刷物について 
  1）学会抄録集への掲載 
    座長・演者氏名およびご所属、テーマ、共催企業名は抄録集プログラム部分に掲載いたします。     
    運営準備室へのご連絡をお願いいたします。 
  2）セミナー案内チラシ 
    運営準備室よりセミナー案内チラシの作成について後日ご案内いたします。  
    ガイドラインに沿ってご作成いただきますようお願いいたします。 
    印刷前に原稿を確認させていただきますので事前に運営準備室にお送りください。 
 
●情報公開について 
  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、製薬会社が自社のウェブ 
  サイトで公開されることに伴い、貴社が当学会に対して行う学会協賛費用の支払いに関し、貴社 
  ウェブサイトで公開されること（開示形式例： 第＊回＊＊学会＊＊セミナー：＊＊円）に同意いた 
  します。 
 
●その他 
  1）セミナー開催時間と関連会合が重なる可能性がございます。万一、関連会合に出席される先  
    生を座長・演者として選出いただいた場合、主催者側より調整をお願いする場合がございます 
    ので、予めご了承ください。 
  2）開催日時および会場の割振りにつきましては、会長が最終決定いたします。 
  3）セミナー枠決定後、共催費に関する請求書を発行させていただきますので、請求書記載の指 
    定口座へお振込みください。 

■今後のスケジュール 

2018年8月31日（金） 

2018年10月上旬  

2018年10月下旬 

2018年11月中旬 

2019年2月中旬 

2019年3月中旬 

 

  

                    

・申込締切日     

・日時・会場の調整、決定 

・座長および演者最終調整 

・プログラム最終決定 

・共催セミナー実施要項配布 

・オプション機材、飲食等申込締切
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プログラム広告掲載募集要項 

■広告媒体名：  第107回日本泌尿器科学会総会プログラム集 
 

■配布対象：    日本泌尿器科学会会員（当日に会場でも販売） 
 

■発行部数：    A4版 9,500部（予定）  
                 

■媒体作成費：   9,000,000円（税別） 
 

■広告料総額：  2,450,000円（税別） 
 

■広告料（税別）及び募集数：  

             表２（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 
              表３（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 
             表４（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 
              後付（カラー１頁） 150,000円（募集予定数 4口） 
             後付（モノクロ１頁） 120,000円（募集予定数 4口） 
              後付（モノクロ１／２頁）  80,000円（募集予定数 4口） 
    
     ※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 
 

■広告原稿：      原稿はデータ（CD-R）のみ受付けます。 出力見本とともにお送りください。 
 

■お申込み先：   「プログラム広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、運営準備室宛にEmailもしくは 
              FAXにてお申込みください。 
 

■お申込締切日： 2018年11月30日（金） 
 

■広告原稿締切日： 2019月1月31日（木） ※運営準備室あてにお送りください。 
 

■広告料のご入金について： 
     掲載場所決定後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の指定口座へお振込みください。 
     お申込み後のキャンセルおよびご入金後の返金はいたしかねますので予めご了承ください。 
 

■発行予定日：  2019年3月末（予定） 
              広告掲載企業には1部進呈いたします。 
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総会公式サイトWEBバナー掲載募集要項 

■広告媒体名：  第107回日本泌尿器科学会総会総会公式サイトWEBバナー 
                                 

■広告期間：    データ拝受後から会期終了まで 
    ※データ拝受から仕様確認・サイトアップまで1,2営業日頂戴します。) 
    

■広告料（税別）及び募集数：  

  WEBバナー： 600,000円   1件  

             ※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 
 

■広告原稿：      原稿はデータ（CD-R）のみ受付けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■お申込み先：   「バナー・アプリ広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、運営準備室宛にEmail 
    もしくはFAXにてお申込みください。 
 

■お申込締切日： 2018年11月30日（金） 
 

■広告原稿締切日： 2019月1月31日（木） ※運営準備室あてにお送りください。 
 

■広告料のご入金について： 
     掲載場所決定後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の指定口座へお振込みください。 
     お申込み後のキャンセルおよびご入金後の返金はいたしかねますので予めご了承ください。 
 

総会公式サイトWEBバナー仕様 
 
【サイズ】 

左 右240pixel×縦 75pixel、100KB以 内、jpg・gif・png の いずれか GIFアニメ・無限ループ不可 
※バナー原稿データはご提供ください。 
 

【リンク先】 
WebsiteのURLをお知らせください。 
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総会公式アプリ／電子抄録広告掲載募集要項 

■広告媒体名：  第107回日本泌尿器科学会総会公式アプリ／電子抄録広告 
 

■広告期間：    公開(2019年2月予定)から会期終了まで 
 

■広告料（税別）及び募集数：  

 ① アプリ版トップページ：   500,000円 3件 

 ② アプリ版起動時フルスクリーン：            1,000,000円 1件 

 ③ Web版バナー広告：A)スマートフォン  500,000円 1件 

        B)PC  500,000円 3件 

 ④ Web版電子抄録：A) 表紙次頁  800,000円 最大3件 

       B)目次・抄録頁フッター 300,000円 最大1件 

             ※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 
 

■広告原稿：      原稿はデータ（CD-R）のみ受付けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【形式】 
  .pngまたは.jpg （.gifの設置はできません） 
 
【サイズ】  
・ スマートフォン: H233 pixel * W1203 pixel  
 ・ iPad 縦: H280 pixel * W1516 pixel  
 ・ iPad 横: H280 pixel * W1005 pixel  

※上記サイズにて画像3式の作成・ご提供を 
お願いいたします。 
※3秒ごとにバナーは切り替わります。 

 
【リンク先】 

WebsiteのURLをお知らせください。 
 
【公開予定】 2019年2月（予定） 

①アプリ版トップページ仕様 

②アプリ版起動時フルスクリーン仕様 
【形式】 
  .pngまたは.jpg （.gifの設置はできません） 
 
【サイズ】  
 H1510 pixel * W1045 pixel  

※上記サイズにて画像1式の作成・ご提供を 
お願いいたします。 
※アプリ起動時・3時間ごとに再表示されます。 

 
【リンク先】 

WebsiteのURLをお知らせください。 
 
【公開予定】 2019年2月（予定） 
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総会公式アプリ／電子抄録広告掲載募集要項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■お申込み先：   「総会公式アプリ／電子抄録広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、 
    運営準備室宛にEmailもしくはFAXにてお申込みください。 
 

■お申込締切日： 2018年11月30日（金） 
 

■広告原稿締切日： 2019月1月31日（木） ※運営準備室あてにお送りください。 
 

■広告料のご入金について： 
     掲載場所決定後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の指定口座へお振込みください。 
     お申込み後のキャンセルおよびご入金後の返金はいたしかねますので予めご了承ください。 
 

【形式】 
  .png、.jpg、.gif (GIF動画も可能) 
 
【サイズ】  
・A）スマートフォン: H45 pixel * W230 pixel  
・B)PC: H70 pixel * W182 pixel  

※上記サイズにて画像1式の作成・ご提供を 
お願いいたします。 
※A)の場合3秒ごとにバナーは切り替わります。 
  B)の場合お申し込み順で上から設置します。 

 
【リンク先】 

WebsiteのURLをお知らせください。 
 
【公開予定】 2019年2月（予定） 

③ Web版バナー広告仕様 

【形式】 
  A)表紙次頁: .pdf 
 B)目次・抄録頁フッター: .jpg 
 
【サイズ】  
・A）表紙次頁: A4 
・B)目次・抄録頁フッター:  
     H148 pixel * W1240 pixel  

※上記サイズにて画像1式の作成・ご提供を 
お願いいたします。 
※カラー掲載が可能です。 

 
【公開予定】 2019年2月（予定） 

④ Web版電子抄録広告仕様 
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ネームストラップ広告募集要項 

会期中に参加者全員が身に付けるネームストラップ。 
貴社のロゴや製品名を印字することにより、参加者の中で貴社のプレゼンスが高まります。 
印字形態は「JUA2019」と貴社の希望掲載文言やイメージを交互に印字する形となります。 
 
■広告料（税別）及び募集数：  

  ネームストラップロゴ掲載： 3,200,000円    1件   

             ※消費税は、今後の消費税法に基づき、ご請求させていただきます。 

■制作数： 8,000個(予定) 

■媒体作成費：   3,500,000円（税別） 

■広告原稿： 原稿はデータ（CD-R）のみ受付けます。 
aiデータおよび確認用のJPGまたはPNGデータをご提供ください。 
詳細はお申込み時にご説明いたします。 

 
■掲載イメージ： 
 
 
 
 
 
 
■お申込み先：   「ネームストラップ広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、運営準備室宛にEmail 
    もしくはFAXにてお申込みください。 
 

■お申込締切日： 2018年11月30日（金） 
 

■広告原稿締切日： 2019月1月31日（木） ※運営準備室宛にお送りください。 
 

■広告料のご入金について： 
     掲載場所決定後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の指定口座へお振込みください。 
     お申込み後のキャンセルおよびご入金後の返金はいたしかねますので予めご了承ください。 
 

今後ご紹介予定のスポンサードアイテム 

 名古屋国際会議場内アドバルーン 
 名古屋国際会議場中庭での車輌展示 
 地下鉄中吊り広告 
 シャトルバス広告掲載 
  -車体広告 
  -ビデオ上映 
  -パンフレット配布(シートポケット) 
  -座席シール 
     他 

※上記は実施が確定したものではなく、諸般の事情により実施しない可能性もございます。 

学会ロゴ・貴社ロゴが入ります 



Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会 

企業展示申込書 

年     月     日 

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail：jua2019@congre.co.jp 

申込締切：2018年10月24日（水） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

出展規定・規約を了承し、下記の通り申し込みます。 

●出展申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

ブース
No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

出展料 

申込み小間数 

出展料 

小間数 小間種類   ＊チェックをしてください 出展料合計(出展料ｘ小間数） 

小間 
□ 基礎小間      260,000円（税別） 

□ スペース小間 260,000円（税別） 

使用電力量 

（予定） 
 □ １００Ｖ （           ）Ｗ         □ ２００Ｖ（            ）Ｗ  （単相・三相） 

展 示 物 

配 布 物 

※概略/予定で結構です。 

備     考 

※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください。 



第107回日本泌尿器科学会総会 

ホスピタリティスペース申込書 

年     月     日 

申込締切：2018年9月28日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通りホスピタリティスペースを申し込みます。 

●ホスピタリティスペース申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

●予定開催内容 

ご希望の会場について：第1希望、第2希望欄に○をご記入ください。会場はスペース渡しとなります。 

確定していなくとも、お申込時点での予定開催内容をご記入ください。 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ出展料 

Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail：jua2019@congre.co.jp 

会場 第1希望 第2希望 

①名古屋国際会議場 2号館1階ロビー  
10m×8m: 80㎡ ＋ 6m×8m: 48㎡ 

②名古屋国際会議場 1号館アトリウム2階(金鯱横)  
15m×4m: 60㎡ 



第107回日本泌尿器科学会総会 

ランチョン/モーニング/サテライト/教育セミナー申込書 
年     月     日 

 申込締切：2018年8月31日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通りセミナーを申し込みます。 

●セミナー申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

●予定セッション内容 

講演テーマ 

 

座長 所属： 

 

 氏名： 

演者 所属： 

 

 氏名： 

確定していなくともお申込時点での予定を、また、全く未定の場合は「未定」とご記入ください。 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

共催金 

該当セミナー欄に印を記入し、希望日時候補を第二候補まで必ずご記入ください。ただし、お申込状況や

大会プログラム等の兼ね合いで会場規模や日時がご希望どおりにならない場合がありますことご了承ください。 

また、複数のセッション希望もお受けしますが、その際は本申込書をコピーしてお申込ください。 

Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail：jua2019@congre.co.jp 

■開催希望 ＜希望クラス＞ 

 □Aクラス(250席以上) 

 □Bクラス (250席未満)  

＜希望開催日＞ 

 第1希望  ４ 月    日（   曜日） 

  第2希望  ４ 月   日（   曜日） 

 

■申込セミナー区分 □ランチョン  □モーニング  □サテライト  □教育 



Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会 

プログラム広告掲載申込書 

年     月     日 

申込締切：2018年11月30日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通り広告を申し込みます。 

●広告申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告料 

該当する項目欄に印をご記入ください。（複数記入可） 

□ 表２（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 

□ 表３（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 

□ 表４（カラー１頁） 350,000円（募集数 1口） 

□ 後付（カラー１頁） 150,000円（募集予定数 4口） 

□ 後付（モノクロ１頁）120,000円（募集予定数 4口） 

□ 後付（モノクロ１／２頁） 80,000円（募集予定数 4口） 

●入稿データ  作成ソフト：                    Ver.：   

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail： jua2019@congre.co.jp 

※上記は税別の金額となっております。 

●入稿予定日  20     年     月     日_ 



Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会 

総会公式サイトWEBバナー掲載申込書 

年     月     日 

申込締切：2018年11月30日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通りWEBバナー掲載を申し込みます。 

●広告申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告料 

該当する項目欄に印をご記入ください。 

□ WEBバナー 600,000円(募集予定数 1件) 

●入稿データ  作成ソフト：                    Ver.：   

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail：jua2019@congre.co.jp 

※上記は税別の金額となっております。 

●入稿予定日  20     年     月     日_ 



Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会 

総会公式アプリ／電子抄録広告掲載申込書 

年     月     日 

申込締切：2018年11月30日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通り総会公式アプリ／電子抄録広告を申し込みます。 

●広告申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告料 

該当する項目欄に印をご記入ください。（複数記入可） 

□ アプリ版トップページ：  500,000円 3件 

□ アプリ版起動時フルスクリーン：             1,000,000円 1件 

□ Web版バナー広告：A)スマートフォン  500,000円 1件 

□ Web版バナー広告：B)PC  500,000円 3件 

□ Web版電子抄録：A) 表紙次頁  800,000円 最大3件 

□ Web版電子抄録：B)目次・抄録頁フッター  300,000円 最大1件 

●入稿データ  作成ソフト：                    Ver.：   

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail： jua2019@congre.co.jp 

※上記は税別の金額となっております。 

●入稿予定日  20     年     月     日_ 



Email： jua2019@congre.co.jp 

FAX : 03-5216-5552 
第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 

第107回日本泌尿器科学会総会 

ネームストラップ広告申込書 

年     月     日 

申込締切：2018年11月30日（金） 

会社名 

団体名 
                                                  印 

住所 
〒 

代表者 
フリガナ 

氏名                            役職 

実務 

担当者 

フリガナ 

氏名 

部署                            役職 

TEL                             ＦＡＸ 

E-mail 

下記の通りネームストラップ広告を申し込みます。 

●広告申込者 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

●申し込み内容 

事務局使用欄 

受
付 

受付日 

受付No. 

請求内容 請求書No. 請求日 入金日 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告料 

該当する項目欄に印をご記入ください。 

□ ネームストラップ広告 3,200,000円(募集予定数 1件) 

●入稿データ  作成ソフト：                    Ver.：   

第107回日本泌尿器科学会総会運営準備室 
株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階  

TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552  E-mail：jua2019@congre.co.jp 

※上記は税別の金額となっております。 

●入稿予定日  20     年     月     日_ 




