
0 

 

 

 

第 58回日本癌治療学会学術集会 

 

《協賛のご案内》 

 

 

第 58回日本癌治療学会学術集会 

会長 弦間 昭彦 

（日本医科大学 学長） 

 

 

 

 

 

【お申込みについて】 

下記学術集会 HPの「企業の皆様へ」ページよりお申込み下さい。 

学術集会 URL：http://congress.jsco.or.jp/jsco2020/ 
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ご挨拶 

 

謹啓 時下、貴社におかれましては益々ご隆盛のことと拝察いたします。 

また日頃より、貴社には格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、第５８回日本癌治療学会学術集会を２０２０(令和２)年１０月２２日(木)～１０月２４日(土)の3

日間、国立京都国際会館・グランドプリンスホテル京都にて開催する運びとなりました。日本癌治療学会は、

１７０００人を超える会員が集う臓器や診療基盤分野を越えた学際的学会であり、学術集会などの事業を通

じ、日本の癌診療の発展に大きな役割を果たしています。この大切な学術集会の会長を拝命し、大変光栄に

存じております。 

現在、癌診療には大きな変化が見られています。「分子標的治療など個別化治療の開発」、「低侵襲局所

療法の進展」、「免疫治療の飛躍的進歩」など、急速に進歩していることは周知のことと思われますが、同時

に、関連する「画像技術」、「内視鏡診断•治療」、「分子診断技術」、「放射線治療技術」、「新医療を用いた

集学的治療」や、「網羅的研究手法」、「遺伝子編集」、「バイオインフォマティックス」等、新たな手法を用いた

基礎研究の領域での急速な展開が見られています。今後、一層、創造的な活動が求められ、臓器を越えた

ダイナミックな展開が期待されています。 

さらに、仮想現実、拡張現実、人工知能、ロボット工学などの工学テクノロジーの進歩にも目をひかれます。

このような変化の中で、多くの問題が生まれており、この問題に対し、解答に向けた一歩を踏み出すことの意

味がクローズアップされています。それぞれの領域における気鋭の皆様が一同に会し、前述の多くの問題の

解決など、豊富な果実が収穫できるよう、できる限りの「場」を提供できればと思っております。 

そのためには、臓器、診療基盤分野を越えることは勿論、工学などとの研究手法を越えた連携をより強固

により広く進めることが重要と考えます。テクノロジーへの対応、より学際的な集会への方向性を進めることを

強く意識し、「テクノロジー新時代のがん診療」を議論する集会を目指し、５８回目となる本学術集会のメイン

テーマは、「技術と心：Humanity-Centered Technology」としました。このような癌の治療成績の向上に伴い、

患者－家族関係もまた、変容の時代を迎えています。われわれ医師・医療関係者は、患者を取り巻く諸問題

について、今まで以上に意識して日常診療に取り組むことが求められています。プロモーションビデオやポスタ

ーの言葉や眼差しの意味を感じていただければ幸いです。 

以上を踏まえ、今回は、（１）ロボット支援手術の今後の展開、（２）医療AIの現在と近未来、（３）ゲノム医

療の現状、（４）ASCO2020、ESMO2020 の総括と新たな診療、（５）癌診療の進歩と患者・家族の新たな

関係、（６）ASCO などとの国際シンポジウムなど、企画を進めています。 

本会の準備・運営につきましては、出来る限り質素且つ効果的であることを旨とし、参加者からの会費収

入を主たる財源としたく存じておりますが、それだけでは学会の円滑な運営が困難であり、皆様の御理解と

御支援なくしては、開催実現することは不可能と考えております。 

つきましては、諸費ご多端の折、甚だ恐縮ではございますが、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、ご支

援を賜りたく存じます。なお、捻出いただきました協賛費は、各社が公表することについて了承いたします。 

本来ならば、拝眉のうえお願いすべきことではございますが、本書面を借りてご高配とご援助の程、心より

お願い申しあげます。 

末筆ながら、貴社のますますのご発展を祈念いたしております。 

謹白 

2019年11月吉日 

 

第58回日本癌治療学会学術集会 

会長    弦間 昭彦 

日本医科大学 学長  
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開催概要 

 

会期：  2020年10月22日（木）～24日（土） 

会場：  国立京都国際会館、グランドプリンスホテル京都 

会長：  弦間 昭彦（日本医科大学 学長） 

会員数： 17,263名（2019年7月末日時点） 

参加人数： 10,000名（目標） 

※第57回大会有料参加者数：8,000名 

内訳）会員  （医師・歯科医師等）：約3,250名 

（メディカルスタッフ）：約450名 

非会員（医師・歯科医師等）：約2,000名 

（メディカルスタッフ）：約1,300名 

 

参加対象者： 医師、歯科医師、メディカルスタッフ、学生等 

 

メインテーマ： 技術と心  Humanity-Centered Technology 

 

学術集会本部： 日本医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野 

〒113-8603  東京都文京区千駄木1-1-5 

 

学会事務局： 一般社団法人日本癌治療学会事務局 

TEL 03-5542-0546   FAX 03-5542-0547 

E-mail  annual-meeting2020@jsco.or.jp 

 

運営事務局： 株式会社コンベンションリンケージ 

〒102-0075  東京都千代田区三番町2 

TEL 03-3263-8688   FAX 03-3263-8693 

E-mail スポンサード関係専用：sp-jsco2020@c-linkage.co.jp 

学術集会全体：jsco2020@c-linkage.co.jp 
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第58回日本癌治療学会学術集会 

共催関連募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術セミナー 

イブニングセミナー 

スポンサードシンポジウム 

PALセミナー  
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今後のスケジュール －共催関連― 

 

準備にあたっては下記のスケジュールを予定しております。 

日時 内容 担当 

2019年11月 募集開始・第2回企業説明会 

運営事務局 

（株式会社コンベンション 

リンケージ） 

2020年2月末 申し込み締切 

2020年4月下旬 
セミナー詳細内容締切 

（司会、演者、内容等含む） 

2020年6月上旬 日時および会場決定 

2020年8月下旬 
当日運営に関するご案内送付 

手配申込み開始 

2020年9月下旬 手配申込み締切 
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共催関連募集要項 

A. 学術セミナー・イブニングセミナー 
 

募集数：学術セミナー：最大 37枠、イブニングセミナー：19枠 

 

スポンサーシップ費用（セミナー種別・施設・収容人数により変動します） 

（1） 学術セミナー（50分） 

日程 会場 予定席数 枠数 共催費(税別) 

10月 22日（木） 

～24日（土）の 

3日間 

タイプ A 
第 1会場 

（約 1,800席） 
2枠 3,000,000円 

タイプ B 400席以上 15枠 2,500,000円 

タイプ C 200席以上 10枠 2,300,000円 

タイプ D 130席以下 10枠 2,100,000円 

 

（2） イブニングセミナー（90分） 

日程 会場 予定席数 枠数 共催費(税別) 

10月 22日（木） 

～23日（金）の 

2日間 

タイプ A 
第 1会場 

（約 1,800席） 
1枠 3,000,000円 

タイプ B 400席以上 7枠 2,500,000円 

タイプ C 200席以上 6枠 2,300,000円 

タイプ D 130席以下 5枠 2,100,000円 

 

※注意 1：開催枠は貴社のご希望を優先させていただきますが、プログラムの都合上ご希望に添えない場合

もございます。予めご了承下さい。 

※注意 2：会場規模は予定席数のため若干変更となる場合がございます。また、企画の関係上、 

会場番号および会場が変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。 

また、収録等の撮影機材をご利用される場合や同時通訳を入れられる場合は、席数が減る可能性がござい

ます。通訳者の手配につきましては、貴社にてお願いしたく存じます。 

＊運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）で通訳者の斡旋も行っていますが、ご要望がございまし

たらお早めにご依頼下さい。 

※注意 3：本学術集会の趣旨に沿わないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合がございます。予

めご了承下さい。 
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共催関連募集要項 

A. 学術セミナー・イブニングセミナー 

 

① プログラム編成：貴社のご希望を伺い、学術集会会長とご相談の上、決定させていただきます。 

※ 決定の通知までは、座長・演者への連絡は控えていただきますようお願いいたします。 

 

② 開催形態 ：第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

 

③ 費用内容 ：費用には下記内容が含まれております。 

• 講演会場費（控室の費用は含んでおりません） 

• 会場設営費 

• 機材費（学会で使用している設置済み機材/PCプレゼンテーション関連・文具等） 

• 音響照明関係費及び舞台設備費 

なお、セッション開催に必要とされる下記費用につきましては貴社にてご負担願います。 

• 控室費用（1時間 10,000円（税別）程度を予定しています） 

• お弁当（学術セミナー/イブニングセミナー） 

• 看板費（会場前看板、控室前看板など） 

• 人件費（進行・照明係／資料配布・お弁当配布係） 

• 司会・演者への謝金、旅費、宿泊費 

• ポスター、チラシ等印刷製作物 

※お弁当や各種追加手配事項（控室ご飲食、追加機材、アルバイトスタッフ等）の各種お申込みにつきましては、 

2020年 8月下旬にご案内いたします。 

 

④ 印刷物に関して： 

・作成部数…貴社裁量でお願い致します。事前の原稿確認にご協力下さい（印刷前の原稿可）。 

・当日配布…総合受付付近に資料デスクを設置致します。学会コングレスバッグへの封入はできません。 

体裁は、A4縦使用でサイズを統一させていただきます。 

 

⑤ 看板・装飾・会場レイアウトに関して： 

・各セミナー会場前の看板は各社統一デザインとさせていただきます。 

・セミナー運営上、会場内や壇上レイアウトの変更を希望する場合は、予め運営事務局へご相談下さい（詳

細は、2020年 8月下旬に配布予定の共催セミナー開催要項にてご案内致します）。 

セミナー前後のプログラム進行上、ご希望に添えかねる場合もございますので、予めご了承下さい。ご希望ど

おりレイアウト変更が可能な場合も、設営変更・現状復帰に関わる費用は、貴社ご負担となりますので、ご了

承下さい。 

 

⑥ 申込締切：2020年 2月 28日(金) 
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共催関連募集要項 

B. スポンサードシンポジウム 

 

募集数：6枠 

 

スポンサーシップ費用 

・スポンサードシンポジウム（150分以内） 

日程 セッション名 予定席数 枠数 共催費(税別) 

10月 22日（木） 

～24日（土）の 

3日間 

スポンサードシンポジウム 400席以上 6枠 3,000,000円 

 

※注意 1：収容人数は目安となっております。最終的に増減が生じた場合はご了承下さい。 

開催日・開催会場選定・決定に関しましては、WEB申込の開催希望欄を参考の上、 

学術集会会長と相談の上決定させていただきます。 

※注意 2：本学術集会の趣旨に沿わないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合がございます。 

予めご了承下さい。 

① プログラム編成：貴社のご希望を伺い、学術集会会長とご相談の上、決定させていただきます。 

※決定の通知までは、座長・演者への連絡は控えていただきますようお願いいたします。 

② 開催形態 ：第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

③ 費用内容 ：費用には下記内容が含まれております。 

•講演会場費（控室の費用は含んでおりません） 

•会場設営費 

•機材費（学会で使用している設置済み機材/PCプレゼンテーション関連・文具等） 

•音響照明関係費及び舞台設備費 

なお、セッション開催に必要とされる下記費用につきましては貴社にてご負担願います。 

•控室費用（1時間 10,000円（税別）程度を予定しています） 

• 看板費（会場前看板、控室前看板など） 

• 人件費（進行・照明係／資料配布・お弁当配布係） 

• 司会・演者への謝金、旅費、宿泊費 

• ポスター、チラシ等印刷製作物 

※各種追加手配事項（控室ご飲食、追加機材、アルバイトスタッフ等）の各種お申込みにつきましては、 

2020年 8月下旬にご案内いたします。 

※参加者へのお弁当、軽食の配布は必要ありません。 
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共催関連募集要項 

C. PALセミナー 

 

募集数：2枠 

 

スポンサーシップ費用 

日程 セッション名 予定席数 枠数 共催費(税別) 

10月 22日（木） 

～24日（土）の 

3日間 

PALセミナー 100席 2枠 800,000円 

 

※注意 1：収容人数は目安となっております。最終的に増減が生じた場合はご了承下さい。 

開催日選定・決定に関しましては、WEB申込の開催希望欄を参考の上、学術集会会長と相談の 

上決定させていただきます。 

※注意 2：本学術集会の趣旨に沿わないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合がございます。 

予めご了承下さい。 

① プログラム編成：貴社のご希望を伺い、学術集会会長とご相談の上、決定させていただきます。 

※決定の通知までは、座長・演者への連絡は控えていただきますようお願いいたします。 

② 開催形態 ：第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

③ 費用内容 ：費用には下記内容が含まれております。 

•講演会場費（控室の費用は含んでおりません） 

•会場設営費 

•機材費（学会で使用している設置済み機材/PCプレゼンテーション関連・文具等） 

•音響照明関係費及び舞台設備費 

なお、セッション開催に必要とされる下記費用につきましては貴社にてご負担願います。 

•控室費用（1時間 10,000円（税別）程度を予定しています） 

• 看板費（会場前看板、控室前看板など） 

• 人件費（進行・照明係） 

• 司会・演者への謝金、旅費、宿泊費 

• ポスター、チラシ等印刷製作物 

※各種追加手配事項（控室ご飲食、追加機材、アルバイトスタッフ等）の各種お申込みにつきましては、 

2020年 8月下旬にご案内いたします。 
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共催関連募集要項 

お申込み・お問合わせ 

 

●申込締切： 2020年 2月 28日(金) 

 

●申込方法： 

学術集会 HP（URL：http://congress.jsco.or.jp/jsco2020）の「企業の皆様へ」ページよりお申込み下さい。 

日時・時間・会場割り当て等の詳細が決定次第、改めてご案内致します。 

 

●お申し込みに関する問合せ先： 

第 58回運営事務局 (平日 10:00～17:30) 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 

TEL 03-3263-8688   FAX 03-3263-8693 

E-mail sp-jsco2020@c-linkage.co.jp 

※共催関連にお申込みの企業様は、日本癌治療学会賛助会員であることが条件となります。 

ご入会がお済みでない企業様は下記日本癌治療学会事務局へお問合せ下さい。 

※お申込み時点で賛助会員である必要はありません。お申込み後に手続きを進めて下さい。 

※申し込み後、どのような理由でもキャンセルはお受けいたしかねますので、十分ご考慮いただき、 

お申し込み下さい。 

 

●賛助会員に関する問合せ先： 

一般社団法人日本癌治療学会事務局 

TEL 03-5542-0546   FAX 03-5542-0547  

E-mail annual-meeting2020@jsco.or.jp 

 

透明性ガイドライン 

本学術集会では、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致します。 
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第58回日本癌治療学会学術集会 

企業情報交換会（企業展示） 

関連募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業情報交換会 

ブースセミナー 

スポンサードラウンジ 

特別機器展示+セミナーパッケージ 
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今後のスケジュール －企業情報交換会関連― 

 

準備にあたっては下記のスケジュールを予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 内容 担当 

2019年11月 募集開始・第2回企業説明会 

運営事務局 

担当 

（株式会社コンベンション 

リンケージ） 

2020年5月末 
申込締切 

※但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります。 

※申込み内容によって締切日が異なりますので 

ご注意下さい。 

2020年6月下旬 小間割決定 

2020年8月上旬 当日運営に関するご案内送付 

手配申込開始 

2020年9月上旬 手配申込み締切 
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企業情報交換会募集要項 

A.企業情報交換会 

 

1. 会期：   2020年10月22日（木）～24日（土） 

 

2. 会場：   国立京都国際会館 イベントホール、スワン、アネックスロビー等 

 

3. 出展対象：医療機器、医療用具、医薬品、検査機器、試薬、書籍他 

 

4. 小間規格： 

① 基礎小間 

・小間規格：W1,800mm×D900mm×H2,400㎜／1小間 

・出展料金：350,000円（税別）／1小間 

※下記は学術集会で設置致します。下記以外の小間内装飾は出展者が行って下さい。 

・間仕切りの後壁、側壁(いずれもベニヤ加工紙貼り仕上) 

・社名板（裏面に40W蛍光灯付き） 

・展示台1台(W1,800mm×D900mm×H720mm)、白布付き(展示台に設置)  

 

② スペース小間 

・小間規格：W1,800mm×D1,800mm×H3,600mm／1小間 

・出展料金：220,000円（税別）／1小間 

※4小間からのお申し込みに限ります。 

 

③ 書籍展示 

・小間規格：W1,800mm×D900mm／1小間 

・出展料金：30,000円（税別）／1小間 

※下記は学術集会で設置致します。下記以外の小間内装飾は出展者が行って下さい。 

・展示台1台（W1,800mm×D900mm×H720㎜） 

 

5. 小間の決定：学術集会で決定します。後日出展各社宛にご連絡致します。 
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企業情報交換会募集要項 

 

6. 患者・家族支援プログラム（PAL）について： 

日本癌治療学会では、医療者と患者・家族が同じ目線で、ともに考え、協業して、最良の治療に到達・実践

されること、さらに将来のがん治療をより良いものとするため、第47回学術集会（2009年 横浜）からペイシ

ェント・アドボカシー・プログラム（患者・家族支援プログラム）を開始しました。本プログラムは、年1回の学術

集会の際に、１）がん患者・家族を支援する団体運営者または個人が、内外のがん医療に関する知識と最新

の情報を得ていただくこと、２）学術集会で得た知識や最新の情報をもとに、ご自身の活動地域や領域にお

いて、日本のがん医療やがん患者・家族の支援の質を向上させるための活動を行っていただくことを目的と

して、がん患者・支援者の本学会学術集会への参加を助成するものです。 

上記趣旨に賛同し、展示物をPAL参加者（がん患者・支援者）に公開したい場合は、お申込みの際にお申込

みフォームより必要事項をご入力の上、お申込み下さい。 

注）PAL参加者（がん患者・支援者）は医療関係者ではない為、薬事法及びに医療用医薬品製造販売業 

公正取引協議会、医療機器業公正取引協議会の規程に抵触しない企業・展示物のみ公開可能となります。

公開ありの場合は、国立京都国際会館のPAL参加者（がん患者・支援者）と医療関係者の両方入場可能な

エリアへの公開となります。公開なしの場合は、国立京都国際会館の医療関係者のみ入場可能なエリアへ

の公開となります。 

 

7. 薬機法未承認： 

運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）までお問合わせ下さい。 

 

8. 出展者へのご案内： 

出展者説明会は行いません。開催の1カ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細を 

ご連絡します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。 

 

9. 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します。 

但し、学術集会の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

 

10. 会場の管理： 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力に 

よる事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

 

11. 会場・会期・開場時間の変更： 

やむを得ない事情により会場、会期及び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 申込みを取り消すことは出来ません。 

また、これによって生じた損害は補償しません。 
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企業情報交換会募集要項 

 

12. 禁止事項 

・可燃物、危険物の施設内への持ち込みは火災予防条例の規定により禁止致します。 

・床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）は禁止致します。 

 

13. ドリンク類の持込み 

ブース内でのドリンク配布をご希望の場合は、学術集会運営事務局までお問合わせ下さい。 

 

14. 搬入・搬出： 

搬入日時 2020年10月21日（水）15：00～20：00(予定) 

搬出日時 2020年10月24日（土）16：30～(予定) 

 

15. 申込締切：2020年5月29日（金） 

 

16. 出展申込の取消： 

申込締切日以降の取り消しについては、一切お受けできませんので予めご了承下さい。 

 

17. 出展申込の取消・変更に伴う場合： 

出展申込後、やむを得ない事情により取り消し・変更をされる場合は、以下の費用を申し受けますので、 

予めご了承下さい。 

・2020年 5月29日（金）以前のキャンセル・変更の場合：出展料の50％ 

・2020年 5月30日（土）以降のキャンセル・変更の場合：出展料の100％ 

 

18. その他： 

本案内に記載されていない事項等についてのお問合せは、運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）

にお問合せ下さい。 

なお、本学術集会の趣旨に沿わないと判断した場合には、お申込みをお断りする場合がございます。 

予めご了承下さい。 
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企業情報交換会募集要項 

B. ブースセミナー（少人数制の実践プログラム） 

 

1. 会期：         2020年 10月 22日（木）～24日（土）（指定時間枠内の 60分程度） 

※他のプログラムとの兼ね合いにて、日時は学術集会と要相談と致します。 

※申し込み後、どのような理由でもキャンセルはお受けいたしかねますので、 

十分ご考慮いただき、お申し込み下さい。 

 

2. 会場：         各出展者ブース内で開催下さい。 

 

3. プログラム編成：貴社に一任致します。 

 

4. 開催形態：     第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

 

5. スポンサーシップ費用：300,000円（税別）/1枠 

 

6. 費用内容：    セッション開催に必要とされる下記費用につきましては貴社にてご負担願います。 

・ 各ブース内での設営、機材 

・ 司会・演者謝金、旅費、宿泊費 

・ ポスター、チラシ等印刷製作物 

・ 人件費（映写オペレーター／進行・照明係／資料配布係） 

 

7. 募集数：      1日 1枠 

 

8. 申込締切：    2020年 5月 29日（金） 

 

9. 今後の予定：  プログラム決定 2020年 7月中旬  
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企業情報交換会募集要項 

C.スポンサードラウンジ 

 

日程 名称 部屋 ㎡数 予定席数 募集枠数 協賛費(税別) 

10月 22日（木） 

～24日（土）の 

3日間 

ラウンジ A Room 104 100㎡ 60席 1枠 4,500,000円 

ラウンジ B Room 103 90㎡ 40席 1枠 4,500,000円 

ラウンジ C Room 101 55㎡ 20席 1枠 4,000,000円 

 

1. 開催形態： 第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

 

2. 費用内容： 協賛費は上記のとおりです。 

なお、ラウンジ内で必要とされる下記費用につきましては共催社様にてご負担願います。 

•チラシ・アンケート等の作成費 

•ラウンジ内の装飾施工費 

•運営スタッフ人件費 

※ラウンジ内での貴社製品等の実物展示はお控え下さい。 

 

3. 申込締切： 2020年 5月 29日（金） 

 

 

D.特別機器展示+セミナーパッケージ 

 

日程 名称 出展場所 ㎡数 
セミナー 

会場 

募集 

枠数 
協賛費(税別) 

10月 22日（木） 

～24日（土）の 

3日間 

スペース A メインホール前 84㎡ 第 1会場 1枠 8,000,000円 

スペース B メインホール前 32㎡ 第 1会場 1枠 5,000,000円 

スペース C メインホール前 19㎡ 第 1会場 1枠 4,000,000円 

 

1. 開催形態： 第 58回日本癌治療学会学術集会と貴社との共催になります。 

 

2. 費用内容： 協賛費は上記のとおりです。なお費用には特別機器展示と 1セミナー開催費が含まれます。 

 

3. 申込締切： 2020年 5月 29日（金）  



17 

 

企業情報交換会募集要項 

お申込み・お問い合わせ 

 

●申込み方法： 

・学術集会 HP（URL：http://congress.jsco.or.jp/jsco2020）の「企業の皆様へ」ページより 

各種締切日までにお申込み下さい。 

但し、スペースに限りがございますので、規定数に達し次第申込みを締め切らせていただきます。 

・申込み内容を確認後、追って請求書を郵送致します。 

ご入金確認後、正式な申込みとさせていただきます。 

 

●お申し込みに関する問合せ先： 

第 58回運営事務局 (平日 10:00～17:30) 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 

TEL 03-3263-8688   FAX 03-3263-8693 

E-mail sp-jsco2020@c-linkage.co.jp 

※企業情報交換会にお申込みの企業様は、日本癌治療学会賛助会員であることが条件となります。 

ご入会がお済みでない企業様は下記日本癌治療学会事務局へお問合せ下さい。 

※お申込み時点で賛助会員である必要はありません。お申込み後に手続きを進めて下さい。 

※申し込み後、どのような理由でもキャンセルはお受けいたしかねますので、十分ご考慮いただき、 

お申し込み下さい。 

 

●賛助会員に関する問合せ先： 

一般社団法人日本癌治療学会事務局 

TEL 03-5542-0546   FAX 03-5542-0547  

E-mail annual-meeting2020@jsco.or.jp 
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第58回日本癌治療学会学術集会 

広告関連募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページバナー広告 

プログラム・抄録集アプリバナー広告 

コングレスバッグ 

ポケットプログラム広告 

ネームストラップ広告 

施設内屋外サイン広告 
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今後のスケジュール －広告関連― 

 

準備にあたっては下記のスケジュールを予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

  

日時 内容 担当 

2019年11月 募集開始・第2回企業説明会 

運営事務局 

（株式会社コンベンション 

リンケージ） 

2020年5月末 
申込締切 

※但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります。 

※広告媒体によって締切日が異なりますので 

ご注意下さい。 

2020年7月上旬 掲載詳細決定 

2020年8月上旬 作成開始 

2020年10月上旬 納品 
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広告関連募集要項 

A.ホームページバナー広告 

 

1.募集媒体：   第58回日本癌治療学会学術集会 ホームページ  

http://congress.jsco.or.jp/jsco2020 

2.掲載期間：    申込後掲載～2020年10月末（予定） 

3.広告掲載料：  300,000円（税別）                                               

※バナー作成費は貴社でご負担下さい（別途費用による作成のご相談も承ります）。                 

※掲載料につきましては、月・日単位での割引計算は致しません。                                                                                       

4.募集数：      2社 

5.掲載箇所：    トップページ内、メニューボタン下部に配置（製品名、製品ロゴ不可） 

6.サイズ：      天地70ピクセル×左右175ピクセル                                            

画像形式：「gif」及び「アニメーションgif」/ Jpeg                                               

容量：1MB以内、FLASH 

7.申込締切：  2020年5月29日（金） 

 

※アニメーションを活用される場合、画像の切替や点滅等の間隔が極端に短いものは掲出できません。 

※広告内容やデザインについては、修正をお願いする場合がありますのでご了承下さい。 

※下記に該当する広告はお取り扱いできません。 

•政治活動に係るもの 

•宗教活動に係るもの 

•風俗営業に係るもの 

•個人宣伝に係るもの 

•誇大俗悪なもの 

•美観を害するもの 

•公衆に対して不快の念を与えるおそれがあるもの 

•当学術集会の準備・開催に支障となるおそれがあるもの 

•以上に掲げるもののほか、事務局が不適当と認めるもの 
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広告関連募集要項 

B.プログラム・抄録集アプリバナー広告 

 

1.募集媒体：       第58回日本癌治療学会学術集会公式アプリケーションソフトウェア                       

対応OS：iOS、Android 

2.掲載期間：       申込後掲載～会期終了後（予定）                                    

※ユーザーがアプリをダウンロードした後は、ユーザーの端末から本アプリが削除される

までロゴは残ります。 

3.広告掲載料：     500,000円（税別）                                             

※バナー作成費は貴社でご負担下さい（別途費用による作成のご相談も承ります）。      

※掲載料につきましては、1日単位での日割り計算は致しません。  

 

4.募集数：         2社 

5.掲載箇所：       iOS版およびAndroid版のトップページへ掲載（製品名、製品ロゴ不可） 

6.サイズ：         サイズは3種 

・iPad 縦: H280 pixel * W1516 pixel 

・iPad 横: H280 pixel * W1005 pixel 

・スマートフォン: H233 pixel * W1203 pixel 

※画像形式：pngまたはjpg(gifは設置不可） 

 

7.媒体作成費：     2,000,000円（税別） 

8.アプリ配布対象：  第58回日本癌治療学会学術集会参加者 

9.申込締切：       2020年5月29日（金） 

10.データ入稿締切：2020年7月26日（金） 

11.掲載決定：各広告の掲載順序等は、申込締切後に事務局で決定致します。 
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広告関連募集要項 

C.コングレスバッグ（布製バッグ） 

 

1.募集媒体：  第58回日本癌治療学会学術集会コングレスバッグ 

2.配布対象：  当日参加者・関係者約10,000名 

3.配布時期：  学会当日 

4.制作数：    4,000個 

5.広告掲載料： 100,000円（税別）/ 1口（200個） 

 

6.募集数：     20口 

7.掲載箇所：   バッグ本体に社名もしくはロゴマークを印字。 

バッグの形状・素材により掲載場所・方法が変更する場合があります。 

 

8.媒体作成費： 3,200,000円（税別） 

9.制作：       運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ） 

10.申込締切：  2020年5月29日（金） 

11.掲載原稿： 協賛企業が決定次第、ご連絡申し上げます。 

 

※申し込み数により実施しない可能性がございますので、予めご了承下さい。 
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広告関連募集要項 

D. ポケットプログラム広告 

 

1.募集媒体：       第58回日本癌治療学会学術集会 ポケットプログラム 

2.配布対象：       当日参加者・関係者約18,000名 

3.配布時期：       事前及び学会当日 

4.発行部数：       15,000冊 

5.サイズ：          W1,260mm×H2,200mm 

6.広告掲載料：     4,500,000円（税別） 

 

7.募集数：         1社 

8.掲載箇所：       ポケットプログラムの表2（表紙裏）、表3（裏表紙裏）、表4（裏表紙）に            

提供広告を掲載 

9.媒体作成費：     6,000,000円（税別） 

10.制作：          運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ） 

11.申込締切：      2020年2月28日（金） 

12.データ入稿締切：2020年7月26日（金） 
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広告関連募集要項 

E. ネームストラップ広告 

 

1. 募集媒体：  第58回日本癌治療学会学術集会 ネームストラップ＆ケース 

 

2. 配布対象：  当日参加者・関係者 約 11,000 名 

 

3. 配布時期：  学会当日 

 

4. 制作数：    11,000本、うち半数の5,500本について広告募集 

 

5. 作成費：    4,400,000円（税別） 

 

6. 掲載料：    2,000,000円（税別） 

 

7. 募集数：    1枠 

 

8. 制作：     運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ） 

 

9. 掲載箇所：  ネームストラップに社名およびロゴマークを印字 

ネームストラップの形状・素材により掲載場所が変更する場合があります 

 

10. 申込締切： 2020年5月29日（金） 

 

11. 掲載原稿： 協賛企業が決定次第、詳細をご連絡申し上げます。 

 

12. その他：   ロゴのデザインにつきましては、学術集会でデザイン審査を行います。 

社名のロゴは1色または白抜き、デザインは1種類のみで予定しております。 

ストラップとケースの接続部は2か所止めを予定しています。 
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広告関連募集要項 

Ｆ.会期中の施設内・屋外サイン広告 

 

1.募集媒体：      施設内・屋外サイン広告 

2.対象：           学術集会参加者全員 

3.掲示時期：       会期中の3日間 

4.掲示箇所： 国際会館駅、国立京都国際会館内の各種広告媒体 

5.申込方法：     詳細は運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ）までお問合せ下さい。 
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広告関連募集要項 

お申込み・注意事項・お問い合わせ 

 

●申込み方法： 

・学術集会HP（URL：http://congress.jsco.or.jp/jsco2020）の「企業の皆様へ」ページより 

各種締切日までにお申込み下さい。 

但し、募集数に限りがございますので、規定数に達し次第申込みを締め切らせていただきます。 

また、採用社は主催者にご一任下さい。 

・申込み内容を確認後、追って請求書を郵送致します。 

ご入金確認後、正式な申込みとさせていただきます。 

 

●注意事項： 

・広告掲載内容は、お申込みいただいた各社に詳細な情報をご連絡いたします。 

・広告掲載内容は主催者が事前に確認の上、決定いたします。 

掲載内容によっては申し込みをお断りすることがございます。予めご了承下さい。 

・一般市民の目に触れる可能性がある掲載場所は、より厳格な広告規定をお願いする可能性が 

ございますので、予めご承知おき下さい。 

※申し込み後、どのような理由でもキャンセルはお受けいたしかねますので、 

十分ご考慮いただき、お申し込み下さい。 

 

●お申し込みに関する問合せ先： 

第 58回運営事務局 (平日 10:00～17:30) 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 

TEL 03-3263-8688   FAX 03-3263-8693 

E-mail sp-jsco2020@c-linkage.co.jp 

 


