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開催概要開催概要

事業名称 第40回日本顎咬合学会学術大会・総会

大会⾧ 黒岩 昭弘

会 期 2022年6月18日（土）～19日（日）

会 場 東京国際フォーラム 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

参加人数 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
非会員の歯科医師（記念大会のため、非会員歯科医師も参加が可能です。）
上記の歯科医療従事者に限る。

テーマ シン・顎咬合学 最先端歯科治療と踏まえるべき歯科的伝統の融合を再考する

プログラム ○依頼講演
講演、テーブルクリニック、認定教育セミナー、認定教育講演、咬合器展示、等

○会員発表（口演発表、ポスター発表）
○協賛プログラム
メーカーシンポジウム、IOS合同メーカーシンポ（仮称）ランチョンセミナー、
テーブルクリニック、企業展示

併設開催企画 公開フォーラム「TCHとパラファンクション（仮題）」
※一般市民に向けた無料講演会です。

メーカーシンポジウム

ランチョンセミナー

テーブルクリニック



ご挨拶ご挨拶

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本顎咬合学会の活動にご協力賜り、誠に有難うございます。

第40回学術大会（創立40周年記念大会）はテーマを『シン・顎咬合学 ― 最先端歯

科治療と踏まえるべき歯科的伝統の融合を再考する』と題し、東京国際フォーラ

ムにて2022年6月18日（土）・19日（日）に開催する運びとなりました。2020年

は開催を見送り、2021年は38・39回大会としてオンデマンド配信の形式で行いま

した。そして、この40周年記念大会を皆様と一堂に会して開ける喜びと共に感謝

の念に堪えません。

歯科医療の発展と国民の皆様の健康の向上に貢献することを目的とする我々日

本顎咬合学会は、現在約8,027名の会員を擁しております。この会員が一堂に会し、

日頃の臨床の成果を発表し、最新の知識や情報を交換・発信する実り豊かな2日間

となります。

2年越しの実開催『企業展示』を開催できますことは、我々も大変嬉しくありま

すが、参加者の皆様、賛助会員の皆様も同じ気持ちであろうと思っております。

賛助会員皆様方にもぜひとも企業展示にご出展ご参加いただき、会員の皆様、大

会参加者の皆様、企業の皆様と一緒に活気あふれるニチガクを取り戻し、皆様と

一緒にこれからも歩んでいきたいと考えております。賛助会員企業の皆様には、

企業展示の他、協賛プログラム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。

今後とも、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

特定非営利活動法人日本顎咬合学会

第40回日本顎咬合学会学術大会・総会

大会長 黒岩 昭弘



各種お申込みに関するお願い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。

12． 予定数に達し次第、募集は締め切らせていただきます。お早めにご検討ください。

13． 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(※1)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。
※1（企業展示の請求書に関しては、2月下旬に出展社マニュアルと一緒に発送予定。）

２2． メーカーシンポジウム、ランチョンセミナー、テーブルクリニック、メーカーセミナー、コングレ
スバッグ、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、名称、ロゴの使用については、ひな形がありますので製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



協賛企画リスト協賛企画リスト

協賛企画No. 企画名 募集数 協賛費（税込） お申込み期日

協賛企画１ メーカーシンポジウム １社 2,200,000円 2021年
11月2日（火）

協賛企画２ 「IOS」メーカーシンポジウム 4社 660,000円 2021年
11月2日（火）

協賛企画３ ランチョンセミナー 8枠
880,000円 5枠

2021年
11月2日（火）

550,000円 3枠

協賛企画４ テーブルクリニック 10枠 220,000円

協賛企画５ 賛助会員企業展示出展 100社程度 99,000円 1小間あたり 2021年
11月22日（月）

協賛企画６ 展示会場 ＰＲラック利用 30枠程度 1,100円 1枠あたり 2022年
3月31日（木）

協賛企画７ コングレスバッグ スポンサー 4社 550,000円 2022年
1月31日（月）

協賛企画８ ポケットプログラム 広告掲載 1社 550,000円 2022年
2月28日（月）

協賛企画９ 抄録集 広告掲載 21社程度 66,000円
44,000円

表３／1枠
後付／20枠

2022年
2月28日（月）

協賛企画10 学術大会特設ホームページ
バナー広告掲載 上限無し 33,000円 2022年

3月31日（木）

協賛企画11 携帯用アルコール消毒 1枠 1,500,000円 2022年
1月31日（月）

コロナ感染防止対策ご協力のお願い

学術大会の実開催にあたっては、参加者の皆様、賛助会員の皆様の健康と安全を第一に
考え、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策ガイドラインに従い、運営を図ります。
会場内では、アルコール消毒などご協力いただきますようお願い申し上げます。また、

感染拡大の状況によっては、ガイドラインの見直しや協賛企画の変更の可能性もあります。
その際には、ご協賛企業の皆様にもご理解いただきますよう、お願い申し上げます。



協賛企画［１］メーカーシンポジウム共催協賛企画［１］メーカーシンポジウム共催

【１】 企画内容

日本顎咬合学会との「共催」プログラムです。

2時間以上の時間設定ですので、複数の講演者による講演やディスカッション、商品PRなど充実し
たプログラムをご検討いただけます。

【２】 募集内容

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）講演会場費
（2）基本機材:プロジェクター、スクリーン、音響・照明設備、等（※テクニカル人件費含む）

基本什器:ステージ、演台、イス、等
（3）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 6名分
≪協賛費に含まれないもの≫
① 講演者の学術大会参加費
② 接遇費（講演者の交通費、謝金、宿泊費など）
③ 運営スタッフの費用（アナウンス、資料配布、誘導など）
④ 控室料（控室使用料および控室での飲食、機材など）
⑤ 製作物費用（会場案内看板、チラシなど）
※機材の有償追加や控室のご利用などに関する詳細は、後日お送りしますメーカーシンポジウム要
項にてお申込みください。

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の中から選定してください。当学会会員でない歯科医師
を選定される場合には、ご入会手続きをお願いします。（※非会員歯科医師によるご登壇は不可）
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。
※座⾧については、プログラム委員会で選定させていただきます。

3-3. 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。

募集数 時間 会場 席数 協賛費（税込）

1社のみ 2022年6月19日（日）
9:15～12:00（165分） ホールB5皇居側 235席 2,200,000円

応募締切:2021年11月2日（火）



協賛企画［２］IOS合同メーカーシンポジウム共催協賛企画［２］IOS合同メーカーシンポジウム共催

【１】 企画内容

日本顎咬合学会との「共催」プログラムです。

『IOS（口腔内スキャナー）』をテーマにしたメーカー合同シンポジウム。
各社選定の講師に登壇いただき、各社の「IOS」について語っていただきます。
1社あたり持ち時間は、約40分目安。

【２】 募集内容

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）講演会場費
（2）基本機材:プロジェクター、スクリーン、音響・照明設備、等（※テクニカル人件費含む）

基本什器:ステージ、演台、イス、等
（3）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 4名分
≪協賛費に含まれないもの≫
① 講演者の学術大会参加費
② 接遇費（講演者の交通費、謝金、宿泊費など）
③ 運営スタッフの費用（アナウンス、資料配布、誘導など）
④ 控室料（控室使用料および控室での飲食、機材など）
⑤ 製作物費用（会場案内看板、チラシなど）
※機材の有償追加や控室のご利用などに関する詳細は、後日お送りしますメーカーシンポジウム要
項にてお申込みください。

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の中から選定してください。当学会会員でない歯科医師
を選定される場合には、ご入会手続きをお願いします。（※非会員歯科医師によるご登壇は不可）
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。
※座⾧については、プログラム委員会で選定させていただきます。

3-3. 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。

募集数 時間 会場 席数 協賛費（税込）

4社目安
2022年6月19日（日）
9:15～12:00（165分）
1社あたり40分

ホールB7右 690席 660,000円

応募締切:2021年11月2日（火）



協賛企画［３］ランチョンセミナー共催協賛企画［３］ランチョンセミナー共催

【１】 企画内容

日本顎咬合学会との「共催」プログラムです。6月19日（日）昼時12:10～13:00の開催セミナー。
昼食をとりながらメーカー最新情報を聴講できることから、参加者から人気の高いプログラムです。

【２】 募集内容

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳
（1）講演会場費
（2）基本機材、備品（プロジェクター、スクリーン、音響・照明設備、舞台等）

※上記機材オペレーター人件費含む
（3）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 4名分
≪協賛費に含まれないもの≫
① 講演者の学術大会参加費
② 接遇費（演者の交通費、謝金、宿泊費など）
③ 運営スタッフの費用（アナウンス、資料配布、誘導など）
④ 控室料（控室使用料および控室での飲食、機材など）
⑤ 製作物費用（会場案内看板、チラシ、ランチョンチケットなど）
⑥ ランチョン弁当:弁当￥880＋お茶￥143＝1,023円（税込）※1名様分
聴講者への配布弁当の種類については、公平を図るため学術大会事務局にて選定しております。

※機材の有償追加や控室のご利用などに関する詳細は、後日お送りしますランチョンセミナー要項
にてご確認・お申込みください。

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の中から選定してください。非会員歯科医師を選定され
る場合には、日本顎咬合学会にご入会手続きをお願いします（非会員歯科医師はご登壇いただけま
せん）。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。
※座⾧については、プログラム委員会で選定させていただきます。

3-3. 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・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。

会場 席数※1 協賛費（税込）

ホールB7左 691席 880,000円

ホールB5皇居側 235席 880,000円

ホールB5ガラス棟側 235席 880,000円

ホールD5 208席 880,000円

応募締切:2021年11月2日（火）

※1:席数については、現時点では確定数ではございません。

会場 席数※1 協賛費（税込）

ガラス棟G701※2 180席 880,000円

ガラス棟G502※2 115席 550,000円

ガラス棟G510※2 116席 550,000円

セミナー室１※2 110席 550,000円

開催日時 2022年6月19日（日）12:10～13:00（50分）

※2:会場の照明システムが簡易なため、部分消灯はできず、
2段階や3段階のスイッチ式です。予めご了承ください。



協賛企画［４］テーブルクリニック共催協賛企画［４］テーブルクリニック共催

【１】 企画内容

日本顎咬合学会との「共催」プログラムです。6月18日（土）19日（日）2日間、ホールEにて10
枠設け開催いたします。講義だけでなく、講師による手技手法を間近で見学しながら聴講できるこ
とから、参加者からも大変人気のあるプログラムです。
ビデオカメラでプレゼン中の手元を撮影し、50inchモニタに映すことで、手技細部までじっくり
ご覧いただけます。（ビデオカメラはご持参ください。）
また、テーブルクリニックは、８テーブルが同時に開催され大変にぎやかです。聴講者は、聴講用
レシーバーを身につけ、レシーバーのチャンネルを目当てのテーブルに合わせることで、にぎやか
な会場内でもクリアに聴講参加が可能となっております。

【２】 募集内容

【３】 募集要項

3-1. 協賛費 内訳
（1）講演会場費
（2）基本機材:50inchモニタ、ピンマイク、聴講用レシーバー等（※テクニカル人件費含）

基本什器:机、イス、掲示用パネル、等
（3）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 3名分
≪協賛費に含まれないもの≫
① 講演者の学術大会参加費
② 接遇費（講演者の交通費、謝金、宿泊費など）
③ 運営スタッフの費用（アナウンス、資料配布、誘導など）
④ 製作物費用（チラシなど）
※機材の有償追加や控室のご利用などに関する詳細は、後日お送りしますテーブルクリニック要項
にてお申込みください。

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の中から選定してください。当学会会員でない歯科医師
を選定される場合には、ご入会手続きをお願いします。（※非会員歯科医師によるご登壇は不可）
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。
※座⾧については、プログラム委員会で選定させていただきます。

3-3. 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。

プログラム名 枠数 時間 協賛費（税込）

セッション① 2 6月18日（土）13:30～14:40（70分）

220,000円

セッション② 2 6月18日（土）15:20～16:30（70分）

セッション③ 2 6月19日（日） 9:20～10:30（70分）

セッション④ 2 6月19日（日）11:10～12:20（70分）

セッション⑤ 2 6月19日（日）13:20～14:30（70分）

応募締切:2021年11月2日（火）

開催日時 2022年6月18日（土）19日（日）



協賛企画［５］企業展示出展協賛企画［５］企業展示出展

【１】 企画内容

近年は80社以上の出展参加があり、歯科医療専門用具・消耗品・ウェア・器具・大型の医療機器
などを中心に、多彩なアイテムが並びます。連日大変賑わいのある会場です。
ただし、即日販売はできませんので、あらかじめご了承ください。
ホール壁面に位置する小間の背面、他社と背中合わせで隣接する小間と小間の境界面には、パネル
を設置します。※詳細は、小間決定の抽選会での配置図にてお知らせいたします。活気ある展示会
場環境作りに取り組んでおります。

【３】 募集要項

3-1. 小間サイズ
1.8ｍ×1.8ｍ／1小間（施工高さ2.7mまで）

3-2. 出展料［①小間費用］内訳
（１）会議机1本（Ｗ1800ｍｍ:Ｈ750ｍｍ:Ｄ600ｍｍ）／1小間
（２）パイプイス2脚／1小間
（３）背面パネル（W1800ｍｍ:H2400ｍｍ）

※1～3小間スペースが対象です。4小間以上は、平渡し（背面パネル無）となります。
（４）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 3名分／1小間
※電気を使用する場合は別途お申込みとなります。

出展料［②運営準備費］

3-3. 小間配置
抽選会（2020年1月予定）にて決定。抽選会欠席の場合は、幹事企業へ一任となります。
※小間位置、小間形状に関するご要望は一切お受けしておりません。

※出展社は、スペースの一部を譲渡・貸与もしくは出展社同士において交換することはできません。
また、賛助会員企業様の関連会社であっても賛助会員でない場合は出展できません。

3-4. ご注意・禁止事項
（１）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、協賛費はご負担いただきますので予めご了承ください。

（２）ホールE内では金銭（現金・クレジット不問）を伴う販売行為はできません。
（３）万が一展示物に損害、滅失、盗難などの被害が発生しましても日本顎咬合学会は責任を

負いかねますのでご了承ください。

応募締切:2021年11月22日（月）

【２】 募集内容

［開催期間］2022年6月18日（土）12:30～6月19日（日）16:30（予定）
［出展料］出展料＝①小間費用+②運営準備費

①小間費用:99,000円（税込）／1小間あたり
②運営準備費／1社につき…１～5小間出展 →11,000円（税込）

6小間以上出展→22,000円（税込）



協賛企画［６］展示会場ＰRラック利用協賛企画［６］展示会場ＰRラック利用

【１】 企画内容

ホールEロビー入口付近に、PRラックを設置いたします。
来場者に対して、企業PR・商品PRをすることが可能です。
企業展示出展の有無を問わずご利用いただけます。

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳
ホールEロビー入口にてチラシラックの設置。
（設置するチラシは賛助会員企業名が記載されたものに限ります。）

3-2.

3-3.

設置チラシについて
・用紙サイズ:Ａ4まで（Ａ3 2つ折り等も可）
・部数:100部（残部の返却不可）

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:2022年3月31日（木）

【２】 募集内容

［ 募集社数 ］ 30枠程度見込。※1社３枠まで申込み可能。
［ 協 賛 費 ］1,100円（税込）/1枠

第37回
日本顎咬合学会学術大会・総会

イメージ図

37回大会 PRラックの様子



協賛企画［７］コングレスバッグ スポンサー協賛企画［７］コングレスバッグ スポンサー

【１】 企画内容

学術大会参加者に配布するコングレスバッグです。受付付近
の引換所の他、展示会場内でもテイクフリー設置もします。
バッグの片面には、当学会ロゴと共に協賛企業様の社名とロ
ゴを印字します。
バッグの素材やデザインなどは、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】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

（１）コングレスバッグへの「社名」「ロゴ」印字

（２）コングレスバッグの配給 20枚

（３）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 ２名分

3-2. 製作個数:

5,000枚（予定）

3-3. コングレスバック規格について

サイズ（一例）:横幅300mm×高さ340mm×マチ35mm

※上記サイズは、前大会時製品のサイズです。

A4書類・ファイルが入る程度を目安に、多少の誤差はあります。

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:2022年１月31日（金）

【２】 募集内容

［ 募集社数 ］ ４社
［ 協 賛 費 ］550,000円（税込）

※イメージ図

企業
ロゴ

企業
ロゴ

企業
ロゴ

企業
ロゴ



協賛企画［８］ポケットプログラム 広告掲載協賛企画［８］ポケットプログラム 広告掲載

【１】 企画内容

ポケットプログラムは、学術大会当日に参加者皆様
に配布しております。
ポケットプログラムのデザインを第36回大会より
左図のようにリニューアルいたしました。これまで
は、ネームケースにも入るコンパクトタイプでした
が、折数を減らし少し大きくすることで、広げやす
く見やすい冊子となりました。
企業PR・商品PR等にもご活用いただける広告紙面
サイズとなっております。

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

（１）ポケットプログラム裏表紙への広告掲載

（２）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 4名分

3-2. 作成数

6,000枚（予定）

3-3. 掲載個所と印面サイズについて

○掲載個所:ポケットプログラム裏表紙

○印面サイズ:200ｍｍ×88ｍｍ

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:2022年2月28日（月）

【２】 募集内容

［ 募集社数 ］ 1社
［ 協 賛 費 ］550,000円（税別）

＜表面＞ ＜裏面＞

広告枠



協賛企画［９］抄録集 広告掲載協賛企画［９］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 2022年3月22日（火）

版下は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:2022年2月28日（月）

【２】 募集内容

ページ・印刷 募集数 協賛費（税込）

表３モノクロ １枠 66,000円

後付け1ページモノクロ 20枠 44,000円



協賛企画［10］学術大会特設HP バナー広告掲載協賛企画［10］学術大会特設HP バナー広告掲載

【１】 企画内容

メインプログラムのご案内の他、事前参加登
録、依頼講演者や会員発表の皆様の抄録投稿、
アンケート投稿など⾧期に渡って活用してい
る学術大会特設HPです。
HP内のバナー位置もただいま検討しています。
右図のような視認性高い位置に設け、リンク
の効果を図りたいと考えております。
＜開設時期＞
2021年12月～2022年7月（予定）
・参加登録開始:2021年12月1日予定
・会員発表登録開始:2021年12月1日予定
・参加者アンケート締切2022年7月31日予定

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

学術大会特設HPへのバナー広告掲載

3-2. 掲載について

・学術大会HP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

応募締切:2022年3月31日（木）

【２】 募集内容

［ 募集社数 ］ 上限無し
［ 協 賛 費 ］33,000円（税込）

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。

A社 B社 C社 D社 E社

※図のバナー位置はイメージです。只今検討中。



協賛企画［11］携帯用アルコール消毒協賛企画［11］携帯用アルコール消毒

【１】 企画内容

コングレスバッグと共に配布。
会期中、場内・施設内にて参加者の衛星管理・感染
防止対策にご利用いただきます。

【３】 募集要項

3-1. 協賛費内訳

（１）消毒ボトルへの広告掲載

（２）賛助会員用「学術大会参加登録」費用 5名分

3-2. 作成数

5,000枚（予定）

3-3. 掲載個所と印面サイズについて

○掲載個所:後送

○印面サイズ:後送

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:2022年 1月31日（月）

【２】 募集内容

［ 募集社数 ］ 1社
［ 協 賛 費 ］1,650,000円（税込）

※類似商品製造企業様からの商品提供協賛も可とする。
仕様については、改めてご相談させていただきます。


