
第50回 公益社団法人 日本口腔インプラント学会

併催：公益社団法人日本口腔インプラント学会　第40回関東･甲信越支部学術大会

『インプラント治療　これまでの50年、これからの50年』

共催セミナー／製品動画CM／抄録集広告／バナー広告／ﾛｺﾞﾏｰｸ掲載

協賛募集趣意書

会　期：　2020年 9月19日（土）～25日（金）

会　場：　オンデマンドWEB開催

　　　　　　西郷　慶悦
　　　　　　村上　弘
　　　　　　馬場　俊輔
　　　　　　窪木　拓男
　　　　　　古谷野　潔

副大会長：

（関東･甲信越支部）

（東北･北海道支部）

（中部支部）

（近畿･北陸支部）

（中国･四国支部）

（九州支部）

JSOI

大会HPからも趣意書が
ダウンローできます

大会HP

記念学術大会WEB開催記念学術大会WEB開催

大会長：　井汲　憲治

宮﨑　隆名誉大会長：
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『インプラント治療　これまでの 50 年、 これからの 50 年』

開　催　概　要

1.　名　　　　称

2.　テ　ー 　マ

3.　会　　　　期

4.　開 催 形 式

5.　名誉大会長

　　大　会　長

　　

6.　参加人数

7.　大会ホームページ

8． 大会プログラム

9.　本学会のお問合せ

第 50 回公益社団法人 日本口腔インプラント学会　記念学術大会

併催 ： 公益社団法人日本口腔インプラント学会 第 40 回関東･甲信越支部学術大会

2020 年 9 月 19 日 （土） ～　25 日 （金）

オンデマンド WEB 開催

井汲　憲治 （関東･甲信越支部）

宮﨑　隆

約 6,000 名 （予定）
（歯科医師、 研究者、 歯科技工士、 歯科衛生士、 医療関係者、 関連企業）

全研修施設発表会、 特別講演、 教育講演、 シンポジウム、 ポスター

発表、 各種セミナー、 ジョイントシンポジウム、 専門医･専門歯科衛生士･

専門歯科技工士教育講座、 企業セミナー ・ 市民公開講座　など

【運営会社】

株式会社 SK アペックスプラン

【大会事務局 ・ 展示窓口】

第 50 回公益社団法人　日本口腔インプラント学会　記念学術大会　事務局

株式会社インターベント内

〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-21-10　セブンビル 7 階
TEL ： 03-3527-3893　　FAX ： 03-3527-3889
E-mail ： jsoi50th@intervent.co.jp

〒104-0041　東京都中央区新富 1-8-6　SS ビル 5 階

西郷　慶悦

村上　弘

馬場　俊輔

窪木　拓男

古谷野　潔

副 大 会 長 （東北･北海道支部）

（中部支部）

（近畿･北陸支部）

（中国･四国支部）

（九州支部）

http://jsoi2020.com/
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共催セミナー（企業セミナー）

1.　配信期間

2.　協賛概要

2020年9月19日（土）　～　2020年9月25日（金）

40分間程度の貴社セミナー動画（貴社にて収録した録画データの配信）

・配信期間中の1週間で参加者は貴社のセミナー（40分間程度）をいつでも自由に視聴する事

  ができます。

・セミナー動画の最後にアンケートフォームを作成いたします。アンケートに回答いただいた方

  には企業担当者から連絡が入る旨の了承ボタンを設置いたします。（但し、お客様から了承

　を得られない場合はお客様情報をお渡しすることはできません）

・セミナー動画の下にお客様からの資料請求やお問い合わせボタンを設置します。この事に

　動画を視聴した方から貴社への問合せが増え、営業機会につながると考えられます。

・学術大会WEB配信特設サイトに貴社ロゴマークの設置。ご指定のリンク先を設定いただけます。

・セミナーの告知ページを大会ホームページに設置します。（後日、セミナーのチラシを作成い

　ただきます。）

貴社のロゴマークが入ります

（ご指定のURLへリンクします）

貴社のセミナー動画配信ページ

＜WEB配信特設サイトイメージ＞

＜資料請求・お問い合わせボタンイメージ＞

資料請求・お問い合わせボタン

＜資料請求・お問い合わせフォームイメージ＞
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4.　申込締切

募集締切　　　2020年7月20日（月）

※貴社にてセミナー動画をすでにお持ちの場合は、そちらを流用ください。
　（配信動画の時間が大幅に異なるようでしたらご相談ください）

※動画を新たに収録される場合は以下の会社にてサポートいたします。直接お問い合わせ
　 ください。

3.　共催費

【共催費に含まれないもの】

　・セミナー動画制作費

　・講師の謝金等

【共催費に含まれるもの】

　・配信期間中1週間の動画閲覧構築費

300,000円 （税別）

■セミナー動画の制作をご希望の方は以下に直接お問い合わせください。

株式会社Doctorbook　

歯科事業部　　原 奈都良

03-5280-9535　　　　hara@doctorbook.jp

セミナー動画収録編集　インプラント学会特別プラン　10万円～
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製品動画CM共催費

1.　配信期間

2020年9月19日（土）　～　2020年9月25日（金）

・配信期間中の1週間で参加者は貴社の製品動画CM（5分間）をいつでも自由に視聴する事

  ができます。

・製品動画CM配信ページの下にお客様からの資料請求やお問い合わせボタンを設置します。

  この事にCMを視聴した方から貴社への問合せが増え、営業機会につながると考えられます。

・学術大会WEB配信特設サイトに貴社ロゴマークの設置。ご指定のリンク先を設定いただけま

  す。

　※共催セミナーか製品動画CMの両方をお申込みいただいた場合でも、貴社ロゴマークの

　　 掲載は1つとなります。

2.　協賛概要

貴社の製品動画CM配信（5分程度）

貴社のロゴマークが入ります

（ご指定のURLへリンクします）

貴社のCM動画配信ページイメージ

＜WEB配信特設サイトイメージ＞

＜資料請求・お問い合わせボタンイメージ＞

資料請求・お問い合わせボタン

＜資料請求・お問い合わせフォームイメージ＞
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4.　申込締切

募集締切　　　2020年7月20日（月）

【共催費に含まれないもの】

　・製品動画CM制作費

【共催費に含まれるもの】

　・配信期間中1週間の動画閲覧構築費

3.　共催費

150,000円 （税別）

■製品動画CMの制作をご希望の方は以下に直接お問い合わせください。

株式会社Doctorbook　

歯科事業部　　原 奈都良

03-5280-9535　　　　hara@doctorbook.jp

製品動画CM制作　インプラント学会特別プラン　30万円～

※貴社にて製品CM動画をすでにお持ちの場合は、そちらを流用ください。
　（CM動画の時間が大幅に異なるようでしたらご相談ください）

※製品CM動画を新たに収録される場合は以下の会社にてサポートいたします。直接お問い
　 合わせください。
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プログラム・抄録集広告掲載

1.　プログラム・抄録集概要

2.　広告掲載料

発行部数　　6,000部（予定）

サイズ　A4版

予定発行時期　2020年8月

3.　申込締切

入稿方法については、運営事務局より改めてご連絡させていただきます。

5.　入稿データ締切日

2020年7月10日（金）

掲載場所 掲載料（税別） 募集枠数 印刷サイズ・色

表4（裏表紙） A4縦／カラー

A4縦／カラー

A4縦／カラー

A4縦／カラー

A5横／モノクロ

表2（表紙裏）

表3（裏表紙裏）

後付1頁

後付1/2頁

600,000円 1社

1社

1社

6社まで

10社程度

350,000円

300,000円

200,000円

A4縦／モノクロ後付1頁 16社程度100,000円

50,000円

4.　掲載の決定について

掲載の決定については、主管にて調整させていただきます。
ご希望に添えない場合もある事をご了承ください。

第1次募集締切　　　2019年12月10日（火）

第2次募集締切　　　2020年6月30日（火）
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3.　大会ホームページURL

4.　掲載期間

6.　共催費

　注意）　広告用バナーについては貴社にて制作して下さい。

50,000円（税別）

大会ホームページ  バナー広告掲載費

1.　掲載場所

第50回公益社団法人日本口腔インプラント学会　記念学術大会ホームページ

トップページ及び各ページの左側、項目ボタン付近を想定

（申込後、1週間程度で掲載予定）

7.　申込締切

第1次募集締切　　　2019年12月10日（火）

第2次募集締切　　　2020年7月20日（月）

http://jsoi2020.com/

2.　募集数

10 社 （予定）

2020 年 11 月末日ごろまで

5.　広告用バナーについて

バナーサイズ ： 縦 60× 横 210 ピクセル （予定）

　　　　　　　　　　GIF 方式 ,JPG 方式 ,PNG 方式 ,GIF アニメ ・ 無限ループ可

リンク先 ： 貴社の指定するホームページへリンク致します。
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5.　申込締切

募集締切　　　2020年7月20日（月）

3.　掲載期間

4.　共催費

50,000円（税別）

学術大会WEB配信特設サイト貴社ロゴマーク掲載

1.　掲載場所

第50回学術大会WEB配信用の特設サイト内に貴社ロゴマークの配置及び指定URL

へのリンク

2.　募集数

50 社 （予定）

配信期間中の 2020 年 9 月 19 日 （土） ～　9 月 25 日 （金） まで

貴社のロゴマークが入ります

（ご指定のURLへリンクします）

＜WEB配信特設サイトイメージ＞
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