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ご 挨 拶 

謹啓 
貴社におかれましては、益々ご隆盛のこととお慶び申しあげます。平素より日本口腔インプラ

ント学会に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
また、新型コロナウイルス感染患者数が連日、過去最大を記録し、急速に再拡大しております。

皆様の健康をお祈りしつつ，ひとことご挨拶申し上げます。 
 
第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会は「日本のど真ん中」名古屋で開催い

たします。場所は名古屋市制 100 周年を記念して開催された世界デザイン博覧会の舞台となった
白鳥センチュリープラザ・名古屋国際会議場です。この会議場は 3000 名を収容できるセンチュリ
ーホールをベースに 1000 人単位のイベントホールや国際会議室などを備えており、この 50 年間
に著しい発展を遂げてきた日本口腔インプラント学会にふさわしい場所と思っております。 
今回からの新メインテーマは「国民から信頼される口腔インプラント治療」です。インプラン

ト治療は歯科の知識と技術の結晶です。この果実を歯科臨床に応用し、国民から信頼される治療
を目指す所存です。 
大会サブテーマは歯科の知と技術の結晶である口腔インプラント治療を見据え、さらなる探究

を続ける姿勢を現す「時代を超える知と技の探究」とさせていただきました。 
 
名古屋は「尾張名古屋は城で持つ」と言われるように、疫病退散・防災のシンボルとしての黄

金の鯱を頂き、史上最大の延べ床面積を誇った地上５層５階、地下１階の天守閣と絢爛豪華な本
丸御殿に加え鉄壁の守りを固めた要塞としての機能を兼ね備えた名古屋城を中心に広大な濃尾平
野が広がる 250 万人都市です。特に、金鯱は純度 80％の黄金でできており、その輝きは東海道や
佐屋路、美濃路を行く旅人や七里の渡しの船人たちにも届いたと言われています。その輝下には
トヨタ、三菱をはじめとする自動車、航空関連企業群や貿易総額では日本一の名古屋港などの工
業・技術拠点が並び、文化・知的拠点としてテレビ塔や世界最大級の規模を誇るプラネタリウム
ドームを持つ名古屋市科学館、コアラで有名な東山動植物園、そして三種の神器のひとつ草薙神
剣を祀る熱田神宮を擁しており、今回のサブテーマ「時代を超える知と技の探究」にふさわしい
地域と自負しております。学術大会のプログラムはまだ詳細をご紹介できませんが、ホームペー
ジ等で、逐次紹介させていただきます。 

 
開催にかかる経費は、本来、学会員の参加費をもって充当すべきもので、私共も鋭意努力し、

会の運営は質素を旨とし心がけてまいる所存です。しかしながら、昨今の社会経済情勢は公費の
期待は極めて困難であり、経費の相当額をご援助に頼らざるをえないのが実情でございます。 
そこで、当該分野に関わる多くの企業の皆様からのご支援をお願いする次第です。是非ともご

高察いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
本来ならば参上し拝眉のうえお願いすべきところではございますが、本書面を借りてご高配と

ご援助の程、衷心よりお願い申しあげます。  
 
コロナ渦が無事収束しており、盛大な学術大会が開催できることを祈願しております。また、

皆様の知的好奇心、技術向上心が大いなるエネルギーとなり、素晴らしい大会となると信じてお
ります。コロナ渦で準備に奔走していただいている中本哲自副大会長、小松晋一副大会長、加藤
大輔実行委員長、伊藤幸司副実行委員長、上野温子準備委員長、長谷川ユカ副準備委員長、そし
て関係スタッフ一同とともに一人でも多くの参加を心よりお待ち申しあげております。 
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心から祈念いたします。 

謹白 
 

2021 年 9 月吉日 
 
 

第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会     
大会長 村上  弘     
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■会議名称  第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 

 

■テーマ  国民から信頼される口腔インプラント治療 ～時代を超える知と技の探究～ 

 

■会期  2022 年 9 月 23 日（金）～25 日（日）（予定） 

    

■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 

 

■大会長  村上 弘（愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座口腔インプラント科） 

 

■副大会長  中本 哲自（朝日大学歯学部口腔病態医療学講座インプラント学分野） 

小松 晋一（愛知インプラントインスティチュート） 

 

■実行委員長 加藤 大輔（愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座） 

 

■副実行委員長 伊藤 幸司（愛知インプラントインスティチュート） 

 

■準備委員長 上野 温子（愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座） 

 

■副準備委員長 長谷川 ユカ（朝日大学歯学部口腔病態医療学講座インプラント学分野） 

 

■参加予定者数 約 5,000 名（予定） 

 

■プログラム  特別講演／基調講演／教育講演／各種委員会主導シンポジウム 

  各種ワークショップ／関連学会シンポジウム／各種セミナー 

  専門医教育講座／専門歯科衛生士教育講座／専門歯科技工士教育講座 

  ランチョンセミナー／市民公開講座 等 

 

■事務局  愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座口腔インプラント科  

   〒464-8651 名古屋市千種区末盛通 2-11 

TEL：052-759-2154（医局直通） 

 

■運営事務局  株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430 FAX：052-950-3370 

E-mail: jsoi52@congre.co.jp 

  

開催概要 
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■大会スケジュール（予定） 

 

■透明性ガイドライン 

本学会では、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」および

日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」の趣旨

に賛同し、ガイドラインに基づく情報公開の実施について承諾いたします。 

 

■契約の成立について 

（１）主催者は申込を受領後、審査のうえ、主催者の承認日をもって契約が成立するものとしま 

す。主催者は審査において共催の内容が本学会の趣旨に適さないと判断した場合、共催を 

お断わりすることがあります。この場合、申込者に生ずる損害について主催者は一切の 

責任を負わないものとします。 

（２）申込者は、契約の成立により、本趣意書を遵守する義務が発生します。 

  

開催日 プログラム 

9 月 23 日（金） 開会式、理事長講演、倫理セミナー、専門医教育講座 

9 月 24 日（土） 
特別講演、シンポジウム、企業展示、ポスター発表、優秀研究発表 

ランチョンセミナー、イブニングセミナー、一般講演、懇親会 

9 月 25 日（日） 

特別講演、シンポジウム、ポスター発表、一般口演 

専門歯科衛生士セミナー、専門歯科衛生士教育講座、 

専門衛生士セッション、専門歯科技工士セミナー 

専門歯科技工士教育講座、認定・試験・編集委員会セミナー 

企業展示、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、閉会式 



4 

 

■ランチョンセミナー開催にあたって 

【名     称】 共催 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会／貴社名 

【プログラム編成】 テーマ、座長、講師については、事務局と協議のうえ決定いたします。 

【会 場 選 定】 希望をお伺いした後、事務局にて調整し、決定いたします。 

   

■会  場：名古屋国際会議場 

 

■共催費 

・550,000 円（税込） 

 

◎上記共催金に含まれる基本仕様 

・会場費（控室含む） 

・付帯設備費(イス・テーブル・演台 etc.） 

・音響・照明設備使用料  

・発表用機材および備品使用料 

（PC プロジェクター・スクリーン・シームレススイッチャー・RGB モニター・ノート PC・  

  レーザーポインター・計時回線 etc.) 

・WEB サイト構築費 

・ライブ配信用機材（Zoom を利用） 

・各種サーバー使用料 

・閲覧数の提供 

 

 

会場 会場名 シアター設置席数（予定） 弁当数（予定） 

第１会場 センチュリーホール 1,510 席 300 個 

第２会場 レセプションホール 650 席 300 個 

第３会場 会議室 141+142 300 席 250 個 

第４会場 国際会議室 300 席 250 個 

第５会場 会議室 234 220 席 200 個 

第６会場 会議室 232+233 180 席 150 個 

第７会場 会議室 224 220 席 200 個 

第８会場 会議室 222+223 180 席 150 個 

ランチョンセミナー開催事項 



5 

◎上記以外にかかる経費 

・飲食費（参加者用弁当、講師用弁当など） 

 ※参加者用弁当のご用意は 150 個から各会場席数最大まで、ご希望数をご用意することが可能 

・座長および講師にかかる諸経費（料飲費・交通費・謝金 etc.） 

・録画、録音、通訳機器等のオプション機材、人件費 

・運営人件費（照明・進行・弁当配布・アナウンス等） 

・控室等での機材および飲食等 

・ポスター、チラシ印刷費 

・会場前看板、控室看板 

・基本と異なる仕様で掲載されるコンテンツ作成に係る費用 

 

■会場の運営について 

・「共催金に含まれる基本仕様」に含まれないものは、全て貴社のご担当となります。 

※これらお申込みについては、日程・時間・会場確定後、運営事務局よりご案内いたします。 

※運営事務局での手配には、所定の手数料 15％がかかることをご了承ください。 

・時間の都合上、セミナー会場のレイアウト変更はご遠慮ください。 

 

■お弁当 

・共催セミナーのお弁当は日替わりで、全会場同一メニュー、同一金額です。 

 

■備品の管理および事故 

・セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等に 

ついて、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入するなど 

の措置をとってください。 

・申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において解決するものとし 

主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

■抄録について 

・学会誌特別号（抄録集）への抄録掲載は不要です。（日時・会場・講師等情報のみ掲載） 

・学会誌特別号（抄録集）を会員送付時に共催チラシを同封しますので、チラシを 16,000 枚 

作成し、2022 年 8 月 20 日(木)までに事務局までお送りください。 

 

■告知 

・告知につきましては、原稿、告知方法、告知媒体を事前に運営事務局にご連絡ください。 

 

■スケジュールについて（すべて予定） 

 2022 年 4 月 28 日 申込締切 

 2022 年 6 月中旬 開催日時、会場最終決定 

 2022 年 7 月初旬 実施要項のご案内 
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■お申込みとお支払い方法 

・学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 2022 年 4 月 28 日(木) 

 までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎ランチョンセミナー申込フォーム 

 https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/1/input.php 

 

・募集枠数に達した場合は期限より前に締め切ることもあります。お早めにお申込みください。 

・日程・時間・会場割り当て等の詳細が決定次第、改めてご案内いたします。 

・会場割り振り後、共催費用の請求書を発行いたしますので、1 ヶ月以内に指定口座にお振込み 

ください。 

※なお、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書にかえさせていただきます。払込手数料は 

貴社にてご負担ください。 

 

＜お振込み先＞ ※請求書の発行をもって、お振込みのお手続きをお願いいたします。 

銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

 

■座長・講師について 

・貴社の予定の座長・講師をご入力ください。 

※事務局と協議のうえ決定いたします。 

 

■セミナー内容について 

・セミナー内容については、事務局と協議のうえ決定させていただきます。 

 ※ご希望があれば、お申込み時にご希望のセミナー内容をご入力ください。 

 

■会場のご希望と決定について 

・ご希望の日程、会場が重なる可能性がございますので、必ず第２希望、第３希望までご入力 

ください。 

・会場の決定については、申込順やプログラムの内容などを勘案し、事務局にて割り振り、一任 

とさせていただきますので予めご了承ください。 

 

■注意事項 

・プログラムの状況により、開催会場数・セミナー数については変更する場合があります。 

・社会情勢により予定通りの開催が困難となった場合、WEB 開催に変更する場合があります。 

  

https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/1/input.php
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■キャンセルポリシー 

契約成立後、止むを得ない事情により取り消しをされる場合は、以下の通り規定の取り消し手数

料を申し受けますので、予めご了承ください。 

・申込受付後 ～ 2022 年 2 月 28 日（月）まで   ：共催費の 30％ 

・申込受付後 ～ 2022 年 6 月中旬まで       ：共催費の 50％ 

・2022 年 6 月中旬以降（目安：プログラム編成確定後）    ：共催費の 100％ 

 

■天災等、不可抗力による中止について 

・天災など自然災害に伴う開催中止の場合、学術大会は天災など不可抗力、またはやむを得ない 

事由により開催時間の変更、または開催の中止等を行う場合もあります。 

中止となる場合も、費用のお取り扱いについては、上記のキャンセルポリシーが適用されます 

ので、予めご了承ください。なお、延期・中止に伴い、共催費以外でかかった申込者側の経費 

に関しては、主催者は補償の責を負いません。 

 

■新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴っての開催中止の場合 

 ◆参集型、WEB 開催を含めて開催を取りやめる場合 

  共催セミナーへお申込をいただいた企業へは、お振込みいただいた 

協賛金を全額ご返金させていただきます。 

◆参集型から WEB 開催へ開催方法を変更して開催する場合 

  WEB 配信にて共催セミナーを開催させていただきます。なお、この場合も共催費に変更は 

ありません。WEB 配信にご変更いただくことが難しい場合は、お申込をキャンセルとさせ 

ていただきます。 

◆参集型と WEB 開催を併催する場合 

  現地での開催もしくは WEB 配信での共催セミナーをご案内させていただきます。 

 

■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail: jsoi52@congre.co.jp 
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■出展期間  2022 年 9 月 23 日（金）～25 日（日） 

 

■企業展示会会場（予定） 名古屋国際会議場 イベントホール・白鳥ホール  

 

■募集予定小間数 200 小間 

          ・出展のお申込は先着順に受け付けます。 

   ・募集予定小間数に達し次第、受付を締め切ります。 

 

■出展料  基礎小間    1 小間 110,000 円（税込） 

スペース小間  1 小間 110,000 円（税込） 

書籍展示（机） 1 本   33,000 円（税込） 

 

■基礎小間仕様  ①1 小間のスペースは、間口 1,800mm×奥行 1,200mm です。 

展示台 1 台（間口 1,800mm×奥行 600mm・白布付）をご用意します。 

②バックパネル（高さ 2,100mm）とバックパネルに社名板を設置します。 

社名板のロゴを指定される場合、別途ご請求をさせていただきます。 

③電気の使用に関わる工事費・関係費、コンセント手配、並びに標準装備に 

含まれないものに関しましては、別途、有料で手配可能です。こちらに 

関しましては、改めて運営事務局よりご案内をさせていただきます。 

   ④書籍展示机のサイズは、1,800mm×900mm です。 

  

 

■出展物 

医療機器、検査機器、医薬品、医療情報機器・システム 他、事務局の認めたものとします。 

 

《パッケージ化されているもの》 

① バックパネル（画鋲、テープ類は使用できません。設営時にフックを貸し出します） 

② 基礎照明（バックボード上部に取り付ける蛍光灯１灯） 

③ 社名板（白地に黒ゴシック文字で作成） 

④ 展示台（白布付） 

⑤ コンセント（１小間につき 200Ｗまでの電気工事費が出展料の中に含まれています） 

 

 ※使用電力（ワット数）の申請がない場合はコンセントを取付けません。 

 ※お申込みの容量が規定の容量（１小間につき 200Ｗ）を超える場合、超過電力工事費 

として実費相当額（500Ｗにつき 5,000 円）を申し受けます。予めご承知おきください。 

企業展示募集要項 



9 

■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、展示事務局で素案を作成

し、最終的に事務局が決定します。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、出展申込書にご記入いただく出展製品名が略称（例・ABC-5100）のままですと、 

展示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、必ず一般的名称（例・鋼製 

小物）でご記入くださいますよう、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、出展申込書の余白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。 

※小間割のご案内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。 

 

■薬事法未承認品の展示について  

運営事務局にお問い合わせください。 

・クラスⅣに関しましては、展示は認めません。 

・クラスⅢに関しましては、口腔内使用のものは認めません。 

・口腔外使用（Ｘ線装置等）については申請を受けます。（学会方針） 

・他クラスに関しましては、薬事法第 68 条を厳守願います。 

 

■事務局による申込受付の保留・取消 

出展内容が企業展示会の趣旨とかけ離れていると事務局が判断した場合は、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。 

 

■お申込みとお支払い方法 

・学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 2022 年 5 月 26 日(木) 

 までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎企業展示 申込フォーム 

 https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/2/input.php 

 

・募集枠数に達した場合は期限より前に締め切ることもあります。お早めにお申込みください。 

・日程・時間・会場割り当て等の詳細が決定次第、改めてご案内いたします。 

・会場割り振り後、共催費用の請求書を発行いたしますので、1 ヶ月以内に指定口座にお振込み 

ください。 

※なお、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書にかえさせていただきます。払込手数料は 

貴社にてご負担ください。 

  

https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/2/input.php
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＜お振込み先＞ ※請求書の発行をもって、お振込みのお手続きをお願いいたします。 

銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

 

■キャンセルポリシー 

契約成立後、止むを得ない事情により取り消しをされる場合は、以下の通り規定の取り消し手数

料を申し受けますので、予めご了承ください。 

・申込受付後 ～ 2022 年 2 月 28 日（月）まで   ：共催費の 30％ 

・申込受付後 ～ 2022 年 6 月中旬まで       ：共催費の 50％ 

・2022 年 6 月中旬以降（目安：小間配置確定後）       ：共催費の 100％ 

 

■天災等、不可抗力による中止について 

・天災など自然災害に伴う開催中止の場合、学術大会は天災など不可抗力、またはやむを得ない 

事由により開催時間の変更、または開催の中止等を行う場合もあります。 

中止となる場合も、費用のお取り扱いについては、上記のキャンセルポリシーが適用されます 

ので、予めご了承ください。なお、延期・中止に伴い、共催費以外でかかった申込者側の経費 

に関しては、主催者は補償の責を負いません。 

 

■新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴っての開催中止の場合 

 ◆参集型、WEB 開催を含めて開催を取りやめる場合 

  企業展示へお申込をいただいた企業へは、お振込みいただいた 

協賛金を全額ご返金させていただきます。 

◆参集型から WEB 開催へ開催方法を変更して開催する場合 

WEB 展示会を開催させていただきます。なお、この場合も出展料に変更はありません。

WEB 展示にご変更いただくことが難しい場合は、お申込をキャンセルとさせていただきま

す。 

◆参集型と WEB 開催を併催する場合 

現地での開催もしくは WEB 展示会でのご出展をご案内させていただきます。 

 

■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail：jsoi52@congre.co.jp 
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■発 行 部 数 6,000 部 

 

■媒体制作費 5,530,000 円 （概算） 

※部数、製作費ともに過去実績参考。郵送料金などは含まれません。 

 

■掲載料金  表２（表紙の裏）   1 社 110,000 円（税込） 

   表３（裏表紙の前） 1 社 110,000 円（税込） 

   表４（裏表紙）     1 社  132,000 円（税込） 

後付 1 頁（モノクロ）  16 社  66,000 円（税込） 

     後付 1/2 頁（モノクロ）  4 社  44,000 円（税込） 

 

         ※表 2・3・4 のお申込が多数の場合は、ご希望の掲載場所の変更をお願い 

    する場合がございますので、予めご了承ください。 

 

■広告規格  A4 版 

 

■広告原稿  PDF、Adobe Illustrator 等、印刷用の広告データを、メールやファイル便、 

CD-R などのメディアにて運営事務局にご送付ください。 

 

※提供の際のご注意 ： 

     1. 表 2・3・4 のデータは、CMYK （カラー）で作成してください。 

2. 後付のデータは、モノクロまたは、グレースケールで作成ください。 

3. Illustrator の場合は、アウトラインデータもご用意ください。 

また、必ず pdf などにて出力見本を添付してください。 

 

※広告掲載企業様には、抄録集 1 冊を進呈いたします。 

 

■広告原稿締切日 2022 年 6 月 23 日(木)（運営事務局にお送りください） 

 

■お申込み方法 学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 

2022 年 5 月 26 日(木)までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎プログラム集広告 申込フォーム 

     https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3/input.php 

 

  

プログラム集広告掲載募集要項 

https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3/input.php
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■広告料の納入  請求書をお送りいたしますので、1 カ月以内に請求書記載の事務局指定口座 

   にご送金ください。 

 

＜お振込み先＞ 

銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

※請求書の発行をもって、お振込みのお手続きをお願いいたします。 

 

■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail：jsoi52@congre.co.jp 
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■掲載先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 HP トップページ 

    http://www.congre.co.jp/jsoi52/ 

 

■掲載期間 掲載申込以降 ～ 2023 年 12 月末日（予定） 

 

■募集数 10 社（予定） 

 

■広告料金 55,000 円（税込） 

    ※上記金額には、バナー制作費は含まれません。 

    ※アクセス回数保証は行いません。 

 

■入稿方法 バナーデータをご用意の上、メール添付にて運営事務局までご送付ください。 

原稿の仕様は以下の通りです。 

 

■お申込み方法 学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 

2022 年 6 月 23 日(木)までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎プログラム集広告 申込フォーム 

     https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3/input.php 

 

■広告料の納入  請求書をお送りいたしますので、1 カ月以内に請求書記載の事務局指定口座 

   にご送金ください。 

 

＜お振込み先＞ 

銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

※請求書の発行をもって、お振込みのお手続きをお願いいたします。 

  

1）大きさは 縦 60 ピクセル×横 120 ピクセル、容量は 50KB 以下 

2）GIF、PNG または JPEG 形式  

3）GIF アニメーション可能 

バナー広告掲載募集要項 

http://www.congre.co.jp/jsre2021/
https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3/input.php
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■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail：jsoi52@congre.co.jp  
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■掲載先  大会会期中、セッションとセッションの幕間にメインスクリーンへ 

貴社コマーシャル動画（またはスライド）を放映いたします。 

 

■放映期間・回数 2022 年 9 月 23 日（金）～25 日（日）の 3 日間のうち、 

放映 5 回または 10 回 

※1 回につき 15 秒～30 秒以内 

 

■掲載料金    1 枠当たりの放映時間により料金が異なります。 

   15 秒  110,000 円（税込） 

   30 秒   154,000 円（税込） 

 

■広告形式  mp4 等の動画ファイル、PPT などのスライド 

 

■広告原稿締切日 2022 年 6 月 23 日(木)（運営事務局にお送りください） 

 

■お申込み方法 学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 

2022 年 5 月 26 日(木)までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎プログラム集広告 申込フォーム 

     https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3_3/input.php 

 

■広告料の納入 請求書を送付しますので、1 カ月以内に事務局指定口座にご送金ください。 

 

＜お振込み先＞ 

銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

 

■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail：jsoi52@congre.co.jp 

幕間スクリーン広告募集要項 

https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3_3/input.php
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■会議名称  第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 寄附金 

 

■募金目標金額 1,000,000 円 

 

■募集期間  2022 年 3 月～2022 年 9 月まで 

 

■寄附金の使途 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会の 

事前準備ならびに当日運営経費に充当 

 

■お申込み方法 学術大会ホームページ「各種共催・協賛」もしくは以下のリンクより 

2022 年 9 月 22 日(木)までにお申込みをお願いいたします。 

 

◎寄附金 申込フォーム 

     https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3_2/input.php 

 

■寄附金振込先  銀行名・支店名：三菱 UFJ 銀行 田町支店（店番：043） 

預金種目：普通 

口座番号：0119365 

口座名：公益社団法人 日本口腔インプラント学会 

口座名フリガナ：ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｶﾞﾂｶｲ 

※税法上の措置はございません。 

 

■お問合せ先 第 52 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 運営事務局 

   株式会社コングレ 中部支社内 

〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 7F 

TEL：052-950-3430  FAX：052-950-3370 

E-mail：jsoi52@congre.co.jp 

 

寄附金募集要項 

https://www.entry-sys.net/jsoi52/user/3_2/input.php

