
 

  

 

 

 

第 27 回日本未病学会学術総会 

オンライン開催 

 

 

開催趣意書・協賛募集案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  期 

ライブ配信   ：2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日) 

オンデマンド配信：2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 30 日(月) 

 

会  場：オンライン開催  

会  長：飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授） 



 

 

＜開催概要＞ 

 
会議の名称 

第 27 回日本未病学会学術総会 

（ホームページ http://procomu.jp/jma2020/） 

 

１．会議開催時期 

ライブ配信   ：2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日) 

オンデマンド配信：2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 30 日(月) 

 

２．会議開催形式 

オンライン開催 

インターネット第 27 回日本未病学会学術総会ホームページ上 

 

３.会議計画の概要 

 

（１）メインテーマ【人生 100 年時代 ―活力ある健康長寿社会を創造する戦略的未病対策―】 

 

（２）会議の構成 

１）特別講演 

２）教育講演 

３）シンポジウム 

４）共催セミナー 

５）一般演題発表 

６）総会 

７）附設展示会など 

 

（３）参加者（予定） 

330 名 

 

４．組織構成等 

第 27 回日本未病学会学術総会 

会長 飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授） 

 

学術総会事務局 

東京大学 高齢社会総合研究機構 

〒113－8656 東京都文京区本郷 7-3-1 工学部 8 号館 713 号室 

TEL:03-5841-1661 FAX:03-5841-1662 

 

学術総会運営事務局 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内 

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820 

電子メール： jma27@procom-i.jp 

  



 

＜寄付金募集要項＞ 
１．募金団体 

第 27 回日本未病学会学術総会 

 

２．募金の名称 

第 27 回日本未病学会学術総会寄付金 

 

３．募金の目標額 

2,000,000 円 

 

４．募金の期間 

2019 年 12 月 1 日～2020 年 11 月 30 日（予定） 

 

５．寄付金の使途 

第 27 回日本未病学会学術総会準備、並びに運営に関する費用に充当します。 

 

６．寄付金申込書送付先 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/jma2020sponsor/ 

 

７．寄付金振込先 

<振込先> 

みずほ銀行 本郷支店 

普通口座 4145781 

「第二十七回日本未病学会学術総会 会長 飯島勝矢」名義 

「ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕｳﾅﾅｶｲﾆﾎﾝﾐﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｲｲｼﾞﾏｶﾂﾔ」 

 

８．税法上の扱い 

免税措置は特にありません。 

 

９．寄付金募集の責任者 

氏名 飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授） 

住所：〒113－8656 東京都文京区本郷 7-3-1 工学部 8 号館 713 号室 

電話：03-5841-1661 

 

１０．寄付金募集の連絡先 

第 27 回日本未病学会学術総会 運営事務局 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内 

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820 

電子メール： jma27@procom-i.jp 

 

１１．透明性ガイドラインに関する同意について  

本学会では、本学術総会（寄附金）に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の

透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。な

お、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承くださ

い。   



第 27 回日本未病学会学術総会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 

会 議 開 催 概 要 
 

１．会議の名称：第 27 回日本未病学会学術総会 

（ホームページ：http://procomu.jp/jma2020/） 

 

２．開催時期：ライブ配信 2020 年 10 月 31 日(土) ～ 11 月 1 日(日) 

 

３．開催形式：オンライン開催 

インターネット第 27 回日本未病学会学術総会ホームページ上 

 

４．会長：飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授） 

 

５．参加者数：330 名（予定） 

 

 

共催セミナー運営要項 
 

１．セミナー開催にあたって 

（１） 開催形式 

第 27 回日本未病学会学術総会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

共催：第 27 回日本未病学会学術総会 

○○○○株式会社 

 

（注）複数者にてご共催の場合 

共催：第 27 回日本未病学会学術総会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

 

（２） プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

（３） 演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾をいただき、学術総会事務局宛

お知らせください。演者の方より略歴を学術総会１ヶ月前までには入手お願いいたしま

す。また、学会抄録集へ演者の方の抄録の掲載をいたします。恐れ入りますが抄録デー

タを 2020 年 7 月 20 日までに運営事務局宛ご送付いただきますようお願いいたします。 

 

（４） 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ WEB 配信関係費（人件費など） 

・ 映像機材費 

・ 発表用機材費 

・ WEB 会議システム等 

  

  



 

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記には事前収録費用は含まれておりません。上記以外の経費は別途共催会社様にて

ご負担をお願いいたします。 

尚、通常開催時のようなお弁当のご負担はございません。 

 

(例）講師等飲食費、講師旅費・謝金・宿泊費、運営人件費、印刷物制作費等その他 

 

共催セミナーの共催費用については、下記をご参照ください。 

 

（５） 配信方法及び配信日程 

1）配信方法 

ライブ配信：パスワード付き専用視聴ページ内の WEB 会議システム上でセミナー開催

し、ライブで配信いたします。専用ページへのアクセスは、事前参加登録した参加者に

発行される ID とパスワードが必要です。参加者は「聴講者」として WEB 会議システム

上に参加します。 

 

2）配信日程 

2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日) 

※セミナー日程は当初決定していた通りの日程を予定しております。 

 

（６） 申込方法 

既に当初の趣意書にてお申込み済の場合は、再お申込みの必要はございません。 

ご質問やご要望は運営事務局までご連絡ください。 

 

（７） 申込締切 

2020 年 5 月 31 日 

 

（８） 共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に学術集会前日までにお振り込みお願いします。 

学術集会前日までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。 

 

<振込先> 

みずほ銀行 本郷支店 

普通口座 4145781 

「第二十七回日本未病学会学術総会 会長 飯島勝矢」名義 

「ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕｳﾅﾅｶｲﾆﾎﾝﾐﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｲｲｼﾞﾏｶﾂﾔ」 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 

  



 

  （９）共催費一覧 

開催日 セッション名 共催費 無料セットオプション 

10 月 31 日(土) 
ランチョンセミナー１ 800,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

10 月 31 日(土) 
ランチョンセミナー２ 800,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

10 月 31 日(土) 
ランチョンセミナー３ 600,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

11 月 1 日(日) 
ランチョンセミナー４ 800,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

11 月 1 日(日) 
ランチョンセミナー５ 800,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

11 月 1 日(日) 
ランチョンセミナー６ 600,000 円 セッション前動画広告 60 秒 

HP バナー広告 

 

（１０）無料セットオプションについて 

オンライン開催に伴い、共催セミナーへご協賛いただいた場合は以下の WEB 広告を無

料で提供いたします。 

1）HP バナー広告 

第 27 回日本未病学会学術総会ホームページのトップページに企業バナーを掲載いたし

ます。掲載するバナースペースは下記図の赤枠内を予定しています。 

 

バナー広告 

：縦 60px×横 320px 

 

※バナーデータは貴社よりご提出い

ただけますようお願いします。 

 

※バナー掲載順は大会長の一任とさ

せていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告掲載スペース 



2）セッション前動画広告 60 秒 

ライブ配信セミナー前に動画広告を配信いたします。 

共催セミナー以外の特別講演やシンポジウムセッション前にも配信いたします。（配

信セッションや配信順は大会長の一任とさせていただきます。） 

動画広告データは貴社よりご提出いただきます。 

 

（１０）無料セットオプション広告データ入稿方法および入稿締切り 

①各種入稿データを 1つの zip ファイルにまとめてください。 

②zip ファイル名は必ず【共催セミナー_正式企業名称（団体名）】にしてください。 

③下記 URL より zip ファイルをアップロードしてください。 

https://www.dropbox.com/request/Ygb8Awy5IHDUkyxuHPNH 

※専用 box のため、運営事務局以外は閲覧やダウンロードはできません。 

 

入稿締切日：2020 年 9 月 30 日(水)までにお申込ください。 

 

 

 

（１１）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用 （共催費、料飲費等）に関して、

各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づい

て情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので予めご了承くださ

い。 

 

 

（１２）共催セミナーお問合せ先 

第 27 回日本未病学会学術総会 運営事務局 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内 

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820 

電子メール： jma27@procom-i.jp 

 

  



 

第 27 回日本未病学会学術総会 

＜オンライン展示会募集要項＞ 
 

１．学 会 名：第 27 回日本未病学会学術総会 

 

２．会  期：ライブ配信  2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日) 

オンデマンド配信 2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 30 日(月) 

 

３．会  長：飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授） 

 

４．開催形式：オンライン開催 

 

５．展示会場：インターネット第 27 回日本未病学会学術総会ホームページ上 

URL http://procomu.jp/jma2020/ 

 

６．出展料金： 

医薬品・機器・食品栄養：150,000 円  /１小間 

（オンライン展示会指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDF などの

PR データの掲載） 

注）上記金額はオンラインページへの掲載のみの料金になります。各掲載データの作成・編集

をご希望の場合は別途有料となりお見積りをお送りします。ご希望の場合は運営事務局にお問

合せください。 

 

７．募集小間数：10小間（予定） 

 

８．掲載内容：出展対象に記載された範囲、および当方の認めたもの。 

 

９．説 明 会：基本的に行いません。 

 

10．本会議への参加資格について 

出展者の皆様に対しては本学術総会の講演会場および関連プログラムへの参加

資格はありません。参加を希望される場合は別途事前参加申込が必要です。展

示ページへのアクセス制限はありません。 

 

11．オンライン展示会日程（予定）  

◇開設期間 2020年 10月 20日 (火)～11月 30日 (月)(予定) 

 

注）上記日程は急遽変更になる場合がございます。この変更に伴う出展申 

込の取消、生じる損害補償はできません。 

 

 

  



12．オンライン展示会掲載形式 

1）第 27 回日本未病学会学術総会ホームページトップ上からのオンライン展示 

入口 

 

 
 

2）オンライン展示会トップページ 

各企業・団体様の PR ページへの企業バナーと概要が並びます。 

企業バナー・概要は指定のデータ形式とサイズでご提出ください。（データ形

式やサイズは「10.掲載可能データ一覧」をご参照ください。） 

※企業バナー配置の最終決定は会長に一任とさせていただきます。 

 

 
 

展示会入口 

PR 導入 

企業バナー 

PR 概要 



3）個別PRページ 

各社ごとの専用PRページにご提出いただいたデータを下記図のように掲載いた

します。尚、ご準備できる範囲で一部データのみの掲載も可能です。 

 

※掲載する動画作成編集・画像編集をご要望の際は別途有料となり、お見積り

をお送りしますのでご希望される場合は運営事務局へお問合せください。 

 

 

 

① PR動画 

2つまで掲載可能で

す。2つの場合は横

並びに2面配置する

予定です。 

企業PRコメント①

は、企業の紹介の他

展示内容の概要など

を記載してくださ

い。 

 

②PRコメント/画像 

PRコメントと画像は

各3つまで掲載可能

です 

コメント文の記載方

法は自由です。 

 

③カタログ 

全ページPDFデータ

と表紙のみの画像デ

ータをご提出くださ

い。 

 

④掲載レイアウト 

基本的に右図の配置

になります。個別デ

ザインなどの修正は

できかねますのでご

了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.掲載可能データ一覧 

以下一覧の中で掲載希望されるデータをご提出ください。 

 

※各データは会長の承諾を得た内容のみ掲載可能となります。 

※各データの作成・編集をご希望される場合は別途有料となり、お見積りをお送りしますので運

営事務局までお問合せください。 

 

掲載可能データ 
掲載 

可能数 
データ形式 

データサイズ 

文字数など 

PR導入企業バナー 1 
JPEGもしくはPNG形式 

(アニメーション付GIF可 ) 

縦：175px 

横：360px   

導入バナー下PR概要 1 Wordファイル形式  60~70文字以内 

企業PRコメント① 1 Wordファイル形式  350文字以内 

PR動画①② 2 MP4データ形式 

動画1本につき 

容量2GBまで 

(10分程度まで) 

PRコメント②③④ 3 Wordファイル形式 300字程度 

PR画像①②③ 3 JPEG形式 
縦：250px 

横：400px 

カタログデータ 3 PDF形式 容量10MB程度 

カタログの表紙画像 3 JPEG, PNG形式 
縦：350px、  

横：300px 

お問合せ先情報 1 Wordファイル形式 

【必須】 

企業名・部署名 

【任意】 

連絡先TEL 

メールアドレス 

ご担当者氏名 

(姓のみも可) 

 

14．申込方法＆締切り  

既に当初の趣意書にてお申込み済の場合は、再お申込みの必要はございません。 

ご質問やご要望は運営事務局までご連絡ください。 

新規のお申込みは下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/jma2020sponsor/ 

 

締切日：2020 年 7 月 31 日(金)までにお申込ください。 

 

15. 展示 PR データ入稿方法＆締切り 

①各種入稿データを 1つの zip ファイルにまとめてください。 

②zip ファイル名は必ず【正式企業名称（団体名）】にしてください。 

③下記 URL より【ファイルを選択】もしくは【パソコンから選択】をクリックしてアップロー

ドしてください。 

https://www.dropbox.com/request/Ygb8Awy5IHDUkyxuHPNH 

※専用 box のため、運営事務局以外は閲覧やダウンロードはできません。 

 

入稿締切日：2020 年 9 月 30 日(水)までにお申込ください。 

 

16．取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 

  



 

17．オンライン展示お問い合わせ先 

第 27 回日本未病学会学術総会 運営事務局 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内 

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820 

電子メール： jma27@procom-i.jp 

 

18．出展料振込先 

<振込先> 

みずほ銀行 本郷支店 

普通口座 4145781 

「第二十七回日本未病学会学術総会 会長 飯島勝矢」名義 

「ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕｳﾅﾅｶｲﾆﾎﾝﾐﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｲｲｼﾞﾏｶﾂﾔ」 

 

注）出展料は上記指定口座へ学術集会前までにお振込み下さい。お振込みが間に合わない場合は事

前にご連絡下さい。また、請求書が必要な場合は運営担当宛ご連絡下さい。 

 

 

 

  



 

第 27 回日本未病学会学術総会 
 

＜広告募集要項＞ 
1. 広告掲載媒体：第 27 回日本未病学会学術総会抄録集（会期 2 週間前発行予定） 

2. 配布対象：学会員、関係の対象参加者および関係者 

3. 配布部数（版型）：約 500 部（A4 版） 

4. 媒体制作費：1,200,000 円 

5. 広告料総額：1,020,000 円 

6. 募集数計：15 口 

7. 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（円） 

1 
広告 A4 版抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表 2） 募集口数（１口） 
100,000 円  

2 
広告 A4 版抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表 3） 募集口数（１口） 
120,000 円  

3 
広告 A4 版抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表 4） 募集口数（１口） 
160,000 円  

4 
広告 A4 版抄録集 1ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（４口） 
70,000 円  

5 
広告 A4 版抄録集１/2 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（８口） 
45,000 円  

注）掲載頁の表 4・表 3・表 2 に関してはお申込多数の場合お申込の先着順とさせていただき 

ますのでご了承ください。 

また、後付の場合は掲載場所に関しては主催者に一任とさせていただきます。 

8. 広告申込締切り: 2020 年 7 月 26 日(日) 

9. 広告申込方法：下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/jma2020sponsor/ 

10. 版下送付締切りおよび送付先 

（ア）版下送付締切り：2020 年 8 月 30 日(日) 

（イ）版下送付先：jma27@procom-i.jp 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データ）で送付ください。 

11. 広告料振込先 

<振込先> みずほ銀行 本郷支店、普通口座 4145781 

「第二十七回日本未病学会学術総会 会長 飯島勝矢」名義 

「ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕｳﾅﾅｶｲﾆﾎﾝﾐﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｲｲｼﾞﾏｶﾂﾔ」 

12.透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術総会共催セミナーに要した費用 （共催費、料飲費等）に関して、各社の「企

業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開すること

に同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 

注）広告料は原則、上記指定口座へ学術総会前にお振込み下さい。 



 

＜各種ご協賛に関するお問合せ＞ 
 

（連絡先） 

第 27 回日本未病学会学術総会 運営事務局 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内  

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820  

電子メール:jma27@procom-i.jp 


