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お問合せ先

特定非営利活動法人日本顎咬合学会＜学術大会事務局＞

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-2 山京半蔵門パレス201

TEL：03-3261-0474 （平日10:00ー17:00）

FAX：03-6675-9539

E-mail：gakujutsu@ago.ac

事務局HP：http://www.ago.ac

学術大会HP：https://www.ago.ac/3839th/（※2020年12月下旬開設予定）

第38・39回大会は、WEBオンデマンド開催（一部実開催も検討中）で行います。
新型コロナウィルスの影響が一日でも早く鎮静化し、社会情勢および協賛企業皆様の活動が、
平常に戻ることを心より祈念しております。

http://www.ago.ac
https://www.ago.ac/3839th/


ご挨拶

1

謹啓 未曽有の災禍の中、賛助会員の皆様におかれましては、一致団結してこの難局に立ち

向かわれていることと存じます。

本年度38回大会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見送り、

皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。コロナ禍の見通し

もままならない中でありますが、当学会理事会及びプログラム委員会等でも次大会に向けた

実施について日々協議を重ね、計画を進めております。

次年度の第38・39回学術大会はテーマを『真・顎咬合学 今こそ団結! 臨床力を磨く』

と題し、2021年6月12日（土）・13日（日）に一部ホールＣのみで実開催（またはLIVE配

信）し、同日より6月21日（月）までの10日間WEBオンデマンド配信を予定しております。

併せて、大会に参加される先生方と賛助会員の皆様が親交を深めていただけるよう「WEBオ

ンデマンド展示会」の併設の準備も進めております。

賛助会員の皆様には、協賛プログラムやWEBオンデマンド企業展示等により歯科医療業界

の最新情報をご提供いただき、歯科医療業界発展の一翼として本学術大会へのご協力を頂け

れば幸甚に存じます。何卒お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

末筆ながら、賛助会員企業の皆様のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

謹白

特定非営利活動法人日本顎咬合学会

第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会

大会長 黒岩 昭弘



開催概要

事業名称

実施方法

第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会

WEBオンデマンド開催 ※一部のプログラムは、実開催とLIVE配信有

大会長 黒岩 昭弘

会 期 2021年6月12日（土）～13日（日）ホールＣ 実開催 or LIVE配信

[WEBオンデマンド配信期間：6月12日（土）～21日（月）10日間]

会 場 東京国際フォーラム ホールＣ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

参加者 約5,000名（見込）

会員歯科医師・会員歯科技工士・会員歯科衛生士・会員歯科助手・準会員・賛助会員

非会員歯科医師・非会員歯科技工士・非会員歯科衛生士・非会員歯科助手・臨床研修医・学生

上記の歯科医療従事者に限る。

テーマ 真・顎咬合学 今こそ団結! 臨床力を磨く

プログラム ○依頼講演（講演、テーブルクリニック）

○会員発表（口演発表、ポスター発表）

○協賛プログラム（メーカープログラム、企業展示）

併設開催企画 公開フォーラム「超高齢社会における歯科の役割」「口腔がん」

※一般市民に向けた無料講演会です。

ハイブリット・WEBオンデマンド 学術大会 協賛企画一覧

協賛企画No. 企画名 募集数 協賛費（税別） お申込み期日

協賛企画１ 講演動画CM広告 80枠程度
ランダム配信
テーマ選択配信

50,000円
70,000円

2021年
1月29日（金）

協賛企画２ メーカープログラム 20枠程度 300,000円
2020年
12月14日（月）

協賛企画3 WEBオンデマンド企業展示出展 -
ライトプラン
ベーシックプラン

100,000円
150,000円

2021年
1月29日（金）

協賛企画4 バナー広告掲載 - 30,000円
2021年
2月26日（金）

協賛企画5 抄録集 広告掲載 20枠程度
表３／1枠
後付／20枠

60,000円
40,000円

大会概要

２



各種お申込みに関するお願い

【１】 各種お申込みについて

1－1． 申込各種、先着順での決定とさせていただきます。

1−2． 予定数に達した場合、募集は締め切ることがございます。お早めにご検討ください。

1−3． 協賛企画への参加は、賛助会員のみお申込みいただけます。
なお、応募締切日より会期終了日までの期間、当会の賛助会員であることが必須です。

1－4． 申込書を受理した旨をご担当者様宛にE-mailにてご連絡させていただきます。申込書送信後1週間
経っても当学会より連絡がない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。

【２】 ご請求書・覚書について

2－1． 申込書確認後、ご担当者様宛に請求書を送付いたします。期日までにお振込ください。

領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます。予めご了承ください。

なお、振込手数料は貴社にてご負担ください。

２−2． メーカープログラムにつきましては、覚書を取り交わさせていただいております。お申込み後、学

術大会事務局より書類を送付しますので内容をご確認いただきご提出ください。

【３】 宣伝・告知に関するお願い

チラシ、ポスターなどの作成を行う場合は、学術大会事務局による原稿の確認をさせていただきま

すので、印刷前の校正段階で事務局までデータのご提出をお願いいたします。

尚、当学会の名称、ロゴの使用については、ひな形がありますので制作前にお問合せください。

【４】 申込キャンセルにつきまして

お申込み後、申込者様側の都合によるキャンセルは原則不可です。また、申込者様側に犯罪や反社

会的勢力との関係など日本顎咬合学会に対する社会的信頼を損なうような事由が判明した場合には、

時期の如何を問わずお申込みをお断りする場合があります。これらの場合でも、協賛費・出展料等

の費用はご負担いただきますので予めご了承ください。

【５】 協賛参加の見送り（不参加）の場合

今大会の協賛参加お申込を見送る（不参加）場合についても、「協賛企画申込書」の「不参加」に

チェックを入れていただき、E-mailまたはFAXにてご提出ください。

※以下、必ずご一読お願いいたします。

お問合せ先＜学術大会事務局＞

ご不明な点などございましたら、下記までご連絡ください。

特定非営利活動法人日本顎咬合学会＜学術大会事務局＞

TEL：03-3261-0474 （平日10:00ー17:00）FAX：03-6675-9539

E-mail：gakujutsu@ago.ac

３



協賛企画［１］講演動画CM広告

【１】 企画内容

依頼講演映像の冒頭にCM広告動画が再生されます。新商品・企業PRにお役立てください。

〇WEBオンデマンド聴講期間：2021年6月12日（土）～21日（月）10日間

〇CM1コマ：15～30秒程度の時間尺

〇プランは2種類です。「ランダム配信プラン」「テーマ選択配信プラン」

ご希望のプランをお選びください。

〇当学会会員HPおよび会員向けメールマガジン（メール配信）等におきまして、適宜告知配信。

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）CM動画放映費（15~30秒程度）
≪協賛費に含まれないもの≫
CM動画制作費（制作受注も承ります。目安：10万～※別途見積）

3-2. お申込み枠の決定について
お申込み枠の決定は、先着順とさせていただきます。予めご了承ください。

3-3.

3-4.

申込キャンセルにつきまして
お申込み後、申込者様側の都合によるキャンセルは原則不可です。また、申込者様側に犯罪や
反社会的勢力との関係など日本顎咬合学会に対する社会的信頼を損なうような事由が判明した
場合には、時期の如何を問わずお申込みをお断りする場合があります。これらの場合でも、協
賛費の費用はご負担いただきますので予めご了承ください。

お申込みいただきましたら、動画制作等の詳細についてご連絡いたします。

応募締切：2021年1月29日（金）

４

【２】 協賛費

［１］ランダム配信プラン ［協賛費］50,000円（税別）

依頼講演プログラム（80講演予定）配信の際に、講演映像の冒頭にCM動画が再生されます。

［２］テーマ選択配信プラン ［協賛費］１テーマ：70,000円（税別）

依頼講演プログラム「26テーマ」の中から、ご希望のプログラムテーマをご選択いただけます。

テーマ選択は、複数可能です。

別紙のプログラムリスト（テーマ・講演者記載リスト）をご参照ください。



協賛企画［２］メーカープログラム【更新版】

【１】 企画内容

日本顎咬合学会との「共催」プログラムです。

企業様がお手配された先生にご登壇いただくWEB講演プログラムです。

〇WEBオンデマンド聴講期間：2021年6月12日（土）～21日（月）10日間

〇講演1枠につき、1名60分程度（目安）

〇当学会会員HPおよび会員向けメールマガジン（メール配信）等におきまして、

企業CM（30秒程度）を適宜告知配信。

＜追記＞
〇LIVE配信 ※ご希望の方は、事務局までご相談ください。

応募締切：2020年12月14日（月）

５

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）学術大会特設HPへのバナー広告
（2）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 3名分
※3名が講演の聴講をすることができます。

≪協賛費に含まれないもの≫
① 講演者の学術大会参加費
②メーカープログラム講演動画の製作費（撮影および編集費など）
（制作受注も承ります。目安：10万～※別途見積）
＜追記＞
③LIVE配信に関する実費用（撮影日・配信費用等）※別途見積

3-2. 講演者選定について
歯科医師については、日本顎咬合学会会員からの選定を推奨しておりますが、
会員以外の選定でご検討されている場合は、事務局までご相談ください。
なお、歯科技工士、歯科衛生士については、会員・非会員を問いません。
当会の常任理事及び理事から、講演者を選出した場合、講演料は必要ありません。

3-3. お申込み枠の決定について
お申込み枠の決定は、先着順とさせていただきます。予めご了承ください。

3-4. 申込キャンセルにつきまして
お申込み後、申込者様側の都合によるキャンセルは原則不可です。また、申込者様側に犯罪や
反社会的勢力との関係など日本顎咬合学会に対する社会的信頼を損なうような事由が判明した
場合には、時期の如何を問わずお申込みをお断りする場合があります。これらの場合でも、協
賛費の費用はご負担いただきますので予めご了承ください。

【２】 協賛費

講演1枠につき 300,000円（税別）

※更新日2020年12月7日



協賛企画［３］WEBオンデマンド企業展示出展

【１】 企画内容

WEBオンデマンド上での企業展示会を実施いたします。

企業PRや新商品の紹介フォーム、参加者からのお問い合わせフォーム、HPリンクの他、

リモート会議アプリを利用したミーティングルームも開設いたします。

営業接点が減少した今、新規獲得の場として、ご活用ください。

【２】 協賛費

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）企業個別紹介ページ、問い合わせフォーム、企業ＨＰへのリンク

ベーシックプランの場合はミーティングルームも含む
（2）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 2名分
※2名が講演の聴講をすることができます。

[企業個別紹介フォーム]
出展社様それぞれの特色を生かしたページです。写真や動画URLリンクなどが可能です。
企業PRや商品PRにお役立てください。

[問い合わせフォーム]
学術大会参加者は資料請求やお問い合わせなどを書き込めるフォームをご用意します。
参加者からのご連絡は、ご担当者様宛にメールが送信されます。
学術大会参加者との接点の一つとしてお役立てください。

[ミーティングルーム]
Zoom等のWEBオンデマンド会議アプリを使い、大会参加者とリモートトークが可能。
大会当日の2日間のみ開催。1枠15～30分程度。1日10～20枠を設定検討中です。
ミーティングルームは、予約形式を検討しています。
対面接触の機会が減った今、営業ツールとしてご活用ください。

3-2. 申込キャンセルにつきまして
お申込み後、申込者様側の都合によるキャンセルは原則不可です。また、申込者様側に犯罪や
反社会的勢力との関係など日本顎咬合学会に対する社会的信頼を損なうような事由が判明した
場合には、時期の如何を問わずお申込みをお断りする場合があります。これらの場合でも、協
賛費の費用はご負担いただきますので予めご了承ください。

応募締切：2021年1月29日（金）

６

［１］ライトプラン ［協賛費］100,000円（税別）

企業個別紹介フォーム、

問い合わせフォーム、

企業ＨＰへのリンク

2021年6月1日（火）～21日（月）、 21日間

※参加者視聴期間、その間もWEBオンデマンド展示を閲覧することができます。

［２］ベーシックプラン ［協賛費］150,000円（税別）

企業個別紹介フォーム、

問い合わせフォーム、

企業ＨＰへのリンク

★ミーティングルーム

2021年6月1日（火）～21日（月）、 21日間

※参加者視聴期間、その間もWEBオンデマンド展示を閲覧することができます。

★2021年6月12日 ・ 13日、 2日間



協賛企画［４］バナー広告掲載

【１】 企画内容

ご講演・企業展示サイトにバナーを掲載することができます。

※メーカーセミナー協賛企業はその協賛規格に含まれます。

応募締切：2021年1月29日（金）

７

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

学術大会特設サイトへのバナー広告掲載

3-2. 掲載について

・学術大会サイトのトップページ、バナースペース

・掲載条件：相互リンク必須

3-3. バナーについて

・バナーサイズ：横200×縦55px

・ファイル形式：JPG・GIF方式・アニメーション可

【２】 協賛費

バナー1枠につき 30,000円（税別）



協賛企画［５］抄録集 広告掲載

【１】 企画内容

学術大会抄録集の1ページ全面ご利用いただける広告掲載です。

（配布数・作成数）約95,000部

（規格）A4サイズ、モノクロ、1社1ページ

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

学術大会抄録集への広告掲載

3-2. 掲載ページについて

各社広告掲載ページの割振りについては、学術大会事務局にて決めさせていただきます。

あらかじめ、ご了承ください。

3-3. 版下について

版下締切日 2021年3月4日（木）

版下は原則デジタルデータにてご入稿いただき、出力見本（PDF）を必ず1部添付ください。

3-4. キャンセルについて

お申込み後、申込者様側の都合によるキャンセルは原則としてできません。また、申込者様側

に犯罪や反社会的勢力との関係など日本顎咬合学会に対する社会的信頼を損なうような事由が

判明した場合には、時期の如何を問わずお申込みをお断りする場合があります。これらの場合

でも、協賛費の費用はご負担いただきますので予めご了承ください。

応募締切：2021年2月26日（金）

【２】 協賛費

ページ・印刷 募集数 協賛費（税別）

表３モノクロ １枠 60,000円

後付け1ページモノクロ 20枠程度 40,000円

８



【ご案内】WEBオンデマンド聴講について

【１】 聴講参加について

オンデマンド開催となる38回大会においても、これまで同様、賛助会員の皆様にも聴講していただきき、

今後の業務にお役立ていただければ幸いに存じます。

＜WEBオンデマンド配信期間＞2021年6月12日（土）～21日（月）10日間

＜学術大会HP＞https://www.ago.ac/3839th/ （2020年12月下旬開設予定）

参加登録期間：2021年2月1日（月）～6月17日（木）

９

【2】 聴講参加登録費とお支払

参加登録期間：2021年2月1日（月）～6月17日（木）

参加登録費（お一人様）：5,000円 （抄録集1部付）

※一般会員として個人入会されている方は、一般会員として参加登録をしてください。

賛助会員専用フォームからご登録されますと、単位付与はありません。ご留意ください。

※メーカープログラム協賛・WEBオンデマンド企業展示には、それぞれ規格の聴講参加の無料枠もあります。

それについては、改めて無料枠分のIDとPWを発行する予定です。

〇クレジット決済（登録者名とクレジット名義は同一でなくても構いません。）

〇コンビニ決済

※コンビニ決済を選択のご登録は、5月20日までです。払込用紙の使用期限は、5月28日までです。

※コンビニ決済を選択された場合は、1週間～10日以内に『SMBCファイナンスグループ』より払込用紙が
送付されます。期日内に払込みがない場合には、ご登録が無効となり、再手続きが必要となりますので、
あらかじめご留意ください。

※領収書：クレジット明細、コンビニ決済時の控えをもって領収書をかえさせていただきます。

【3】 参加お手続き方法

学術大会HP内の『WEBオンデマンド参加登録（賛助会員専用）』からご登録お手続きをしてください。

学術大会HP：https://www.ago.ac/3839th/

参加登録の際には、下記の「賛助会員ID（5桁番号）※」の入力が必須となります。

※賛助会員IDについては、貴社従業員皆様で共有利用していただきます。

なお、貴社従業員に該当されない方への流用は、固くお断りいたします。

https://www.ago.ac/3839th/


第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛お申込み用紙一覧

協賛企画のお申込みについては、それぞれのお申込み用紙に必要事項をご記入いただき、各企画

の締切日までにお申込みください。

※お申込み締切日は、下表の通り企画によって異なりますので、ご留意ください。

お問合せ先

特定非営利活動法人日本顎咬合学会＜学術大会事務局＞

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-2 山京半蔵門パレス201

E-mail：gakujutsu@ago.ac

TEL：03-3261-0474 （平日10:00ー17:00）FAX：03-6675-9539

事務局HP：http://www.ago.ac

学術大会HP：https://www.ago.ac/3839th/（※2020年12月下旬開設予定）

協賛企画No. 企画名 募集数 協賛費（税別） お申込み期日

協賛企画１ 講演動画CM広告 80枠程度
ランダム配信
テーマ選択配信

50,000円
70,000円

2021年
1月29日（金）

協賛企画２ メーカープログラム 20枠 300,000円
2020年
12月14日（月）

協賛企画3 WEBオンデマンド企業展示出展 -
ライトプラン
ベーシックプラン

100,000円
150,000円

2021年
1月29日（金）

協賛企画4 バナー広告 - 30,000円

2021年
2月26日（金）

協賛企画5 抄録集 広告掲載 20社程度
表３／1枠
後付／20枠

60,000円
40,000円

協賛参加《見送り』
※上記の協賛企画への参加を見送る（＝不参加）場合、用紙「No.6」を必ずご提出ください。

2020年
12月25日（金）

《お願い：書類提出方法について》

書類ご提出の方法は、各種書類に必要事項をご記入の上PDF化して、E-mailにてご提出ください。

E-mail宛先：gakujutsu@ago.ac

昨今のコロナ禍状況によっては、事務局の業務体制もテレワークに切り替える場合もあります。

その際、FAXにてご提出されますと、書類確認やご返信など遅れる場合もございます。

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

http://www.ago.ac
https://www.ago.ac/37th/


第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛企画［１］講演動画CM広告

お申込み締切

2021年 1月29日（金）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。

お申込み内容

CM動画作成依頼

申込 ☑

CM動画作成
依頼します。

CM動画（30秒程度）の作成について、ご依頼承ります。
ご希望の方は、右記に『☑』をつけてください。
後日、担当者より制作内容の確認のご連絡をいたします。

会員向け広報CM
申込 ☑

広報利用
可能です。

学会HPや会員向けメールマガジン等にて、適宜広報利用いたします。
ご希望の方は、右記に☑をつけてください。

プラン＜１＞ランダム配信 申込 ☑

全プログラムおよび全配信聴講に関して、ランダムにCM挿入されます。 ランダム配信
希望します。

プラン＜２＞テーマ選択制配信 希望テーマNo,

プログラムの中から、CM配信ご希望のプログラムテーマをお選びください。
別紙のプログラムリストを参照いただき、「プログラムテーマNo,」をご記
入ください。
※テーマの選択は、複数可能です。

「プラン１ランダム配信」「プラン２テーマ選択制配信」それぞれご希望をご記入ください。



第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛企画［２］メーカープログラム 【更新

版】

お申込み締切

2020年12月14日（月）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

〇 ご講演者様、演題が、お決まりでしたら、ご記入ください。
〇 講演者・演題などが確定に至らない場合には、「☑未定」として、後日お知らせください。
〇 複数件お申込みの際には、本書をコピーしてご利用ください。
〇 2020年12月14日（月）までに情報をいただけた場合、「学術大会パンフレット」に掲載いた
します。
〇 ご提出いただくご講演データのファイル形式やご提出期日等については、改めてご連絡いた
します。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

お申込みプログラム内容

講演者名 □未決

演題 □未決

講演動画作成依頼

申込 ☑講演動画（30～60分程度）の作成（収録・編集）について、ご依頼承
ります。ご希望の方は、下記に『☑』をつけてください。
後日、担当者より制作内容の確認のご連絡をいたします。

会員向け広報CM

申込 ☑学会HPや会員向けメールマガジン等にて、適宜広報CMを配信します。
ご希望の方は、右記に☑をつけてください。
なお、CM動画は、30秒程度の映像をご準備ください。

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。

LIVE配信希望

申込 ☑LIVE配信をご希望の方は、下記に『☑』をつけてください。
後日、担当者よりご連絡をいたします。

※追加項目



第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛企画［３］WEBオンデマンド企業展示出展

お申込み締切

2021年 1月29日（金）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

お申込みプラン

WEBオンデマンド企業展示に出展ご希望の方は、下記の「ライトプラン」「ベーシックプラ
ン」いづれかに『☑』をつけご提出ください。

出展ご希望の企業様には、ページ投稿用のID・URLなどを発行しますので、ログインしページ
作成をしていただきます。

ライトプラン 申込 ☑

企業個別紹介フォーム、問い合わせフォーム、企業ＨＰへのリンク

［開設期間］2021年6月1日～21日、21日間

ベーシックプラン 申込 ☑

企業個別紹介フォーム、問い合わせフォーム、企業ＨＰへのリンク

［開設期間］2021年6月1日～21日、21日間
ミーティングルーム

［開設期間］2021年6月12日～13日、 2日間

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。



第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛企画［４］学術大会特設HPバナー広告

お申込み締切

2021年 2月26日（金）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

お申込み内容

学術大会HPバナー広告に申し込みます。

申込 ☑

バナー広告ご希望の方は、下記に『☑』をつけて、ご提出ください。

バナー規格について、後日ご連絡いたします。

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。



第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛企画［５］抄録集 広告掲載

お申込み締切

2021年 2月26日（金）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

お申込みプラン

後付けモノクロ（１ページ）

申込 ☑

表３モノクロ

申込 ☑

抄録集広告掲載にご希望の方は、下記の「表３モノクロ（1ページ）」「後付けモノクロ（1ペー
ジ）」のいづれかに『☑』をつけご提出ください。

出展ご希望の企業様には、ページ投稿用のID・URLなどを発行しますので、ログインしページ作成
をしていただきます。

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。



第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会
協賛参加『見送り』

お申込み締切

2020年12月25日（金）

実務担当者情報

社名

フリガナ 部署 役職

お名前 TEL FAX

E-mail

提出日 年 月 日

提出者
書類提出者が、上記の「実務担当者」と異なる際には、
右記の「提出者」にサインをお願いいたします。

実務担当者様のご連絡先をご記入ください。

上記の□に「✔」を入れてください。

□ 第38・39回日本顎咬合学会学術大会・総会への

協賛参加は、『見送り』ます。

提出先：日本顎咬合学会学術大会・総会 事務局
E-mail：gakujutsu@ago.ac

お申込み後のキャンセルはできません。ご留意ください。



プラン＜１＞ランダム配信
全プログラム及び全配信聴講に関して、ランダムにCM配信されます。
⇒ランダム配信ご希望の場合は、
協賛企画[１]提出書類の「ランダム配信希望」に☑を入れてください。

プラン＜２＞テーマ選択制配信
プログラムの中から、CM配信ご希望のプログラムテーマをお選びいただけます。
別紙のプログラムリストを参照し、「プログラムテーマNo,」をご記入ください。
テーマの選択は、複数可能です。
⇒下図のプログラム①～㉖の中から、ご希望のテーマをお選びいただき、
協賛企画[１]提出書類の「テーマ選択配信」にご希望のテーマNo,を入れてください。

協賛募集趣意書【協賛企画１別資料】
2020年11月18日
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