
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

（誌上開催） 

 

開催趣意書＆協賛募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期：2020年 9月 4日（金）～ 5日（土） 

会場：抄録集送付による誌上開催 

会長 丹羽 宏（社会福祉法人聖隷福祉事業団  

保健事業部 地域・企業健診センター） 
 



  

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

＜開催概要＞ 
１．会議の名称 

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

（ホームページ http://www.procomu.jp/kikyou2020/） 

 

２． 会議開催時期 

2020 年 9 月 4 日（金）～ 5 日（土） 

 

３． 会議開催場所 

抄録集送付による誌上開催 

 

４. 会議計画の概要 

（１）メインテーマ「歴史に学び、今を知り、未来を拓く」 

（２）参加者（学会員） 800名 

 

５．組織構成等 

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

会長 丹羽 宏 

（社会福祉法人聖隷福祉事業団 保健事業部 地域・企業健診センター） 

学会事務局 

聖隷三方原病院 

呼吸器外科 部長 棚橋雅幸（第 24 回総会事務局長） 

連絡先 〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町 3453 

TEL 053-436-1251(代表) / FAX 053-438-2971 

運営事務局 

  （株）プロコムインターナショナル 

住所：〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 東京ファッションタウンビル東館 9階 

電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 

   電子メール：kikyou24@procom-i.jp 

 



  

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

＜寄付金募集要項＞ 

 
（１）募金団体 

   第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

  

（２）募金の名称 

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会寄付金 

 

（３）募金の目標額 

   100,000円 

 

（４）募金の期間 

   2019年 9月 1日～2020年 9月 30日（予定） 

 

（５）寄付金の使途 

   第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会準備、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/kikyou2020sponsor_hop/ 

 

（７）寄付金振込方法 

   <振込先> 

      銀行名  遠州信用金庫（1517） 

支店名  中川支店（020） 

口座番号 普通口座 0172594 

口座名義 第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 会長丹羽宏 

    

        注）振込手数料は先方負担でお願いします。 

 

（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： 丹羽 宏（社会福祉法人聖隷福祉事業団 保健事業部  

地域・企業健診センター） 

 

（10）寄付金募集の連絡先 

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会担当宛 

株式会社 プロコムインターナショナル内      

   所在地： 東京都江東区有明 3-6-11 東京ファッションタウンビル東館 9階 

   電話：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820  E-mail :kikyou24@procom-i.jp 

 

注）本総会では、御社が本総会へ 支払う寄付金、共催費等および御社が別途支払う開催に関

連する費用等について、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 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

＜共催セミナーリーフレット募集要項＞ 

 

会 議 開 催 概 要 
 

1 会議の名称：第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

（ホームページ：http://www.procomu.jp/kikyou2020/） 

2 会議開催時期：2020年 9月 4日（金）～5日（土） 

3 会議開催場所：抄録集・リーフレット送付による誌上開催 

4 会長 丹羽 宏（社会福祉法人聖隷福祉事業団 保健事業部  

地域・企業健診センター） 

5 参加者数：800名（学会員） 

 

共催セミナーリーフレット作成要項 
 

1． リーフレット作成：第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会抄録集と同時に送付 

（会期直前発行予定） 

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 800部（A4版） 

4.  媒体制作費：1,000,000円 

5.  広告料総額：1,000,000円 

6.  募集数計：4口 

7.  リーフレット作成・広告掲載料金 
 

No. 仕様 料金（円） 

1 
広告Ａ４版 １ページサイズ（カラー） 

（掲載頁は裏面） 募集口数（4 口） 
250,000 円  

 
8.  広告申込締切り:2020 年 8 月 17 日（月） 

 

9.  広告申込方法 

別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/kikyou2020sponsor_hop/ 

 

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 17 日（月） 

（イ）版下送付先：上記「9．広告申込方法」掲載の住所に送付ください。 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。 

 

11. 広告料振込先 

      銀行名  遠州信用金庫（1517） 

支店名  中川支店（020） 

口座番号 普通口座 0172594 

口座名義 第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 会長丹羽宏 

注 1）振込手数料は先方負担でお願いします 

注 2）広告料は原則、上記指定口座へ総会前にお振込み下さい。  



  

第 24 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

＜広告募集要項＞ 
 

1． 広告掲載媒体：第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会抄録集 

（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 800部（A4版） 

 

4.  媒体制作費：1,800,000円 

 

5.  広告料総額：1,000,000円 

 

6.  募集数計：7口 

 

7.  広告掲載料金 
 

No. 仕様 料金（円） 

1 
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表２） 募集口数（1 口） 
180,000 円  

2 
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表３） 募集口数（1 口） 
170,000 円  

3 
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表４） 募集口数（1 口） 
250,000 円  

4 
広告Ａ４版大会抄録集 1 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（4 口） 
100,000 円  

 

8.  広告申込締切り:2020 年 8 月 17 日（月） 

 

9.  広告申込方法 

別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/kikyou2020sponsor_hop/ 

 

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 17 日（月） 

（イ）版下送付先：上記「9．広告申込方法」掲載の住所に送付ください。 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。 

 

11. 広告料振込先 

      銀行名  遠州信用金庫（1517） 

支店名  中川支店（020） 

口座番号 普通口座 0172594 

口座名義 第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 会長丹羽宏 

注 1）振込手数料は先方負担でお願いします 

注 2）広告料は原則、上記指定口座へ総会前にお振込み下さい。  



  

第 24 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

＜各種申し込み方法＞ 

 

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/kikyou2020sponsor_hop/ 

 
注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載を申し込まれ

たい）をお申込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みください。 

 

 

 

（連絡先） 

第 24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

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

TEL：03-5520-8821／FAX：03-5520-8820  kikyou24@procom-i.jp 

 

mailto:kikyou24@procom-i.jp

