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ご 挨 拶 

 

謹啓 

御社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

この度、コロナウイルスの感染拡大非常事態により、皆様におかれましては、日々、ご辛労されていることと 

存じます。コロナが一日も早く終息することを願っています。 

さてこのような大変な時期でございますが、令和 3 年 2 月 12 日（金）・13 日（土）の 2 日間の開催で、福岡市の

アクロス福岡において「第 30 回日本乳癌画像研究会」を開催する運びとなりました。 

つきましては、御多忙の所、突然の不躾なお願いで誠に恐縮でございますが、ご賛同、ご協賛を賜りたく本状

を送付させて頂いた次第です。 

 

今回は『画像を極める』をテーマに掲げました。画像診断の基礎から、画像診断を極めるには欠かせない病

理、ならびに最新の AI 等のエキスパートの先生と診断のコツとピットフォールと対策等の極意を共有できるように

企画いたします。また、本会への参加および演題発表は日本乳癌学会認定医・専門医制度のための正式なク

レジットとなりますので、多数の参加が見込まれております。 

本来、会議の諸費用は参加費を以て賄うべきでありますが、昨今の諸費用高騰のため、参加費のみでの運

用は困難を極めます。つきましては、このような事情にご理解いただき、研究会運営費の一部としてご協賛を賜

りたくお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました協賛金につきましては、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」に基づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、

学会等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承致します。 

 

末筆ながら、御社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 
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学会開催概要 

 

１． 名  称 

 第 30 回日本乳癌画像研究会 

 

２． テーマ 

    画像を極める 

 

３． 会  長 

 渡邉 良二 （糸島医師会病院 副院長） 

 

４． 開催期間 

 2021 年（令和 3 年） 2 月 12 日（金）・13 日（土） 2 日間 

 

５． 開催場所 

 アクロス福岡  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 

                TEL：092-725-9113  FAX：092-725-4621 

 

６. 学会の目的と開催意義 

 

本学会は、年に一度、乳癌画像に携わる医師、放射線技師、検査技師が一堂に会し、日頃の診療・研究

の成果を発表するとともに、乳癌画像に関する最新の知識と情報を交換・発信する場であり、臨床研究およ

び検診事業を通して、わが国の乳がん死亡率の低下、検診受診率の向上、国民の健康と福祉の向上に大

きく貢献することを目的として開催致します。 

 

７． 学会の主要プログラム(予定) 

  特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、一般演題（Oral/Poster）、 

  セミナー他 

   

８． 参加者数  800 名（予定） 

 

 

注）今後の COVID-19 の感染拡大の情勢によりましては、やむを得ず開催方法に 

  変更が生じる場合もございます事を併せてご了承ください。 



 広告募集要項 

1．印刷部数 
 抄録集 900 部（予定） 
 ※学会参加者及び協賛企業へ配布予定 
 

2．発行日 
   2021 年 1 月中旬 
 

3．規格  
  A4 判 約 90 頁 （天地 29.7 ㎝×左右 21 ㎝） 
 

4．媒体作成費 
    1,254,000 円(税込み) 
 

5．広告料総額 
    1,254,000 円(税込み) 
 

6．入稿形態 
 フイルム、紙焼、清刷、データのいずれかで入稿 
 
※当方では版下の作成はいたしません。 
※ページ割につきましては、主催事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 
＜オンラインの場合＞ 
広告版下は完全版下にて、PDF データ（解像度 350dpi 以上）をご用意の上、オンライン受付のマイページよりア
ップロードをお願いいたします。※5MB 未満のデータのみとなります。 
 
＜E-mail・郵送の場合＞ 
5MB 以上 25MB 以内のデータは PDF データにて E-mail（30jsbci-sponsor@jtbcom.co.jp）にてお送りください。 
25MB を超えるデータは CD-R にて、運営事務局（協賛担当）までご郵送ください。イラストレーターデータの場
合はアウトライン処理の上、出力見本を添付ください。紙焼きの場合も同様に郵送にて承ります。 
 

7．広告掲載規格    

希望枠 枠数 掲載料(税込) 色 

表４ １枠 165,000 円 モノクロ 

表２、３ ２枠 93,500 円 モノクロ 

後付１頁 ８枠 55,000 円 モノクロ 

後付 1/2 頁 14 枠 33,000 円 モノクロ 

 

8．広告依頼社数   25 社（予定） 
 
9．お申し込み方法・お申し込み期限 
  オンラインによる受付となります。学会ホームページの協賛申込ページよりお申込み下さい。 
  【学会ホームページURL ：  https://www.30jsbci.org/】 

 
申 込 締 切 日 ：2020年11月27日（金）必着 
版下提出締切日 ：2020年12月11日（金）必着 



 

10. 広告料のお支払い 
  広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
振込先銀行：  福岡銀行 糸島支店（店番：２５５） 普通預金 ２２５７９６２ 

第30回日本乳癌画像研究会 代表世話人 渡邉良二 
（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾆﾕｳｶﾞﾝｶﾞｿﾞｳｹﾝｷﾕｳｶｲ ﾀﾞｲﾋﾖｳｾﾜﾆﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞﾘﾖｳｼﾞ） 
 

11.情報公開への同意について 
  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」に基づき「共催企業様と医療機

関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にかかる費用を公開するこ
とについて了承いたします。 

 

12．お申込み・版下送付・お問合せ窓口 
 

【第 30 回日本乳癌画像研究会 運営事務局（協賛担当）】 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
ミーティング&コンベンション事業部内 
担当: 今野（コンノ）、細井（ホソイ） 
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 4Ｆ 
TEL: 092-751-3244   FAX: 092-751-3250 

E-mail: 30jsbci-sponsor@jtbcom.co.jp  



企業展示募集要項 
 

1．展示概要 

会場： アクロス福岡 ４F ロビー／B2F ロビー（予定） 

           ※西棟（４F 国際会議室前）、東棟（B2F イベントホール前）の分散となります。 

開催日/時間： 2021 年 2 月 12 日（金）  9:00～17:00（予定） 

 2021 年 2 月 13 日（土） 9:00～15:30（予定） 

搬入：  2021 年 2 月 11 日（木） 17:00～   (予定) 

搬出：  2021 年 2 月 13 日（土） 15:30～  （予定） 

募集小間数： 10 小間 

出展料：  ＜パッケージ渡し＞  

 \165,000（税込）／ 1 小間（間口 1.8m×奥行 0.6m×高さ 2.0m） 

 

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。 

詳細は学会開催の 1～2 ヶ月前頃に改めてご案内致します。 

 

2．小間仕様 ＜パッケージ渡し＞ 

 ・バックパネルにはベニアパネルを使用。 

・高さ 2000 ㎜のパネル加工紙表装（白）で設置。 

・バックパネルに蛍光灯を 1 灯設置。 

・社名板は巾 200 ㎜×900 ㎜の白地ウッドラック、黒文字、各ゴシック体で表示。 

（株式会社、有限会社などは、（株）、(有)と表示） 

※ロゴ指定の場合は別途料金がかかりますので、予めご了承下さい。 

・1 小間につきコンセント 3P2 口（500W）を設置。 

※消費電力が 500W 未満は無料、500W 以上の場合は追加 500Ｗごとに 5,500 円（税込） 

の追加電源工事料がかかります。 

※1,500W 以上は別途お見積り致します。 

 

・机 1 本（白布付き）を設置。（W1800 ㎜×D600 ㎜×H700 ㎜） 

※机が不要な場合は予め展示事務局へ机不要の指示をお願い致します。 

              

            

 

                        

 

                                    

  

 

 

 

 
机（白布付き） 

(W1800×D600×H700) 

3P2 口コンセント(500w) 

社名板 

(200mm×900mm) 

蛍光灯 

2000mm 

600mm 

1800mm 



3．出展料のお支払い 

  出展料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
振込先銀行：  福岡銀行 糸島支店（店番：２５５） 普通預金 ２２５７９６２ 

第30回日本乳癌画像研究会 代表世話人 渡邉良二 
（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾆﾕｳｶﾞﾝｶﾞｿﾞｳｹﾝｷﾕｳｶｲ ﾀﾞｲﾋﾖｳｾﾜﾆﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞﾘﾖｳｼﾞ） 

 

4．出展申込の解約  

出展申込の正式受理後は、当方が不可抗力と認めた事故以外の取り消しは出来ません。一旦お振

込み頂いた出展料の返金は致しかねますので予めご了承の程お願い致します。 

 

5．出展物の管理   

出展物の管理は、出展者が責任を持つものとし、出展期間中の出展物の盗難・紛失・災害・損害など、

不可抗力による出展物に対して、補償等の責任は主催者側では負いかねますので予めご了承下さい

ませ。 

 

5．オプション手配について   

電気を含むオプション手配のご注文は、開催1～2ヶ月前頃にご案内します「当日運営実施要項」にて

ご確認ください。 

 

6．お申込み方法 

  オンラインによる受付となります。学会ホームページの協賛申込ページよりお申込み下さい。 
【学会ホームページURL ：  https://www.30jsbci.org/】 

 
申込締切日  ：2020年11月27日（金）必着 

 

※場所の決定に関しましては、主催者に一任下さいますよう､お願い致します。 

 

7.情報公開への同意について 
  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」に基づき「共催企業様と医療機

関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にかかる費用を公開するこ
とについて了承いたします。 

 

8．お申込み・お問合せ窓口 

 

【第 30 回日本乳癌画像研究会 運営事務局（協賛担当）】 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
ミーティング&コンベンション事業部内 
担当: 今野（コンノ）、細井（ホソイ） 
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 4Ｆ 
TEL: 092-751-3244   FAX: 092-751-3250 

E-mail: 30jsbci-sponsor@jtbcom.co.jp 



共催セミナー（ランチョンセミナー・イブニングセミナー・スイーツセミナー）募集要項 

 

1. 開催日程 

2021 年 2 月 12 日（金） ランチョンセミナー 12:10～13:00(予定) 第１～第３会場募集 

                 スイーツセミナー 14：30～15：20（予定） 第２会場募集    

イブニングセミナー 17:00～17:50（予定） 第１～第２会場募集 

2021 年 2 月 13 日（土） ランチョンセミナー 12:10～13:00（予定） 第１～第３会場募集 

 

※開催時間は予定であり、変更の可能性がございます。 

 

2. 開催時間 

   各セミナー共に講演時間は 50 分と致します。 

   プログラム編成で、開始時間が 10 分ほど前後する可能性がございますが、予めご了解の程 

お願い致します。 

 

3. 会場 （アクロス福岡） 

   イベントホール（東棟 B2F） ・・・・・・第１会場（シアター500 席） 

   国 際 会 議 場（西棟 ４F） ・・・・・・第２会場（シアター200 席） 

   大会議室（西棟 7F）        ・・・・・・第３会場（シアター100 席） 

 

開催にあたって 

 

1． 協賛金 

   第 1 会場（イベントホール） 550,000 円（税込） 

   第 2 会場（国際会議場）  440,000 円（税込） 

 第３会場（大会議室）  330,000 円（税込） 

 

2． プログラム 

   共催企業様と協議の上、決定させて頂きます。 

   企画内容や講師が重複している場合は、調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 

3． お申込み方法 

オンラインによる受付となります。学会ホームページの協賛申込ページよりお申込み下さい。 

   【学会ホームページURL ：  https://www.30jsbci.org/】 

 
申込締切日  ：2020年10月30日（金）必着 ⇒ 2020年11月13日（金）まで延長いたしました。 

 

※会場と開催日の割り振りの最終決定は、主催事務局にご一任ください。 

申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは

申込社同士において交換することはできません。 

 

4． 情報公開への同意について 

  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」に基づき「共催企業様と医療機
関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にかかる費用を公開するこ
とについて了承いたします。 



共催セミナー（ランチョン・イブニング・スイーツセミナー）経費ご負担の基本的考え方 

1．開催経費に含まれるもの 

・会場費（セミナー開催会場） ・座長席 

・スクリーン（メインのみ） ・PC プロジェクター（メインのみ） 

・次座長次演者表示灯 ・卓上ライト ・マイク ・レーザーポインター 

・会館設備代（音響システム、照明） 

※ 上記以外の機材を使用される場合は新規手配となりますので、全額をご負担頂きますようお願

い致します。 

 

2.開催経費に含まれないもの 

 次のものは開催経費に含まれませんので、各社にてご負担下さいますようお願い致します。 

 

 a．昼食（お弁当）・夕食／スイーツセミナー（軽食） 

弁当単価 1,500 円（紙パックお茶付）（税別） 

軽食単価 1,000 円（ドリンク付き）（税別） 

各種手配個数につきましては各社に御一任致します。 

但し、お弁当の内容につきましては主催者に御一任して頂きますよう予めご了承下さい。 

 b．講師謝礼／交通費 

  演者、座長への謝礼及び交通費、宿泊費は開催経費に含みませんので、各社にて実費ご負担お願い致

します。 

 c．看板 

作成分全額ご負担下さい。 

 d．スタッフ 

受付係り等のスタッフ手配の場合は全額をご負担下さい。 

 e．制作物 

告知リーフレット、プログラム等は御社でご準備下さい。 

（制作の際は、印刷に入る前に、予めランチョンセミナー事務局へ原稿を提出し、時間等のチェックを受け

るようにして下さい） 

 

3．当日運営の詳細 

 機材・控室・参加者弁当等の追加手配につきましては、開催 1～2 ヶ月前頃に送付 

予定の「セミナー運営要項」にて詳細をご案内申し上げます。 

また、追加手配にかかる費用につきましては、共催セミナー進行管理費として、 

実費経費の 15％を請求させて頂きます。予めご了承下さい。 

 

4．請求書に関して 

 請求書の発行は経理処理の都合上、下記のようになりますので、予めご了承下さい。 

 

＜開催経費に関して＞・・・ 主催者からの発行 

＜実費分に関して＞ ・・・ 運営事務局（㈱JTB コミュニケーションデザイン）からの発行 

（お弁当、看板、スタッフ手配等開催経費に含まれないもの） 

※ 開催日等が決定次第、開催経費の請求書を発行させて頂きます。 

  尚、お弁当等の実費につきましては会期終了後のご請求となります。 

 

5． お申込み・お問合せ窓口 

    【第 30 回日本乳癌画像研究会 運営事務局（協賛担当）】 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
ミーティング&コンベンション事業部内 
担当: 今野（コンノ）、細井（ホソイ） 
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 4Ｆ 
TEL: 092-751-3244   FAX: 092-751-3250 

E-mail: 30jsbci-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

 

 



協賛申込方法（オンライン登録）について 
 

第 30 回日本乳癌画像研究会の各種協賛申込みは、オンライン登録にて受付致します。  
学会ホームページ内「協賛申込」ページより、ご登録をお願い致します。 
学会ホームページ URL ：https://www.30jsbci.org/  

 

※基本的に TEL 及び FAX による申込み受付はいたしませんので、予めご了承下さい。 

なお、インターネット環境のない方は、運営事務局にお問合せ下さい。 

 
＜お申し込みの流れ＞ 

① ホームページ（https://www.30jsbci.org/）へアクセス 

※推奨ブラウザ：Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降 
 

② [協賛申込]より担当者情報登録 

登録後、申込 ID がメールで届きます。 
 

③  マイページへログイン 

メールで届いた申込 ID と設定したパスワードを入力してログインしてください。 
 

④  マイページ内、メインメニューより各種申し込み登録 

ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。 

各種お申込み完了後、確認メールが以下のアドレスより送信されます。迷惑メールフォルダに入

る可能性もございますので、受信許可アドレスにご登録いただきますようお願いいたします。 

【entrysend@visitors.jp】 

       

※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、確認メ

ールの受信を確認してください。 

 

※個人情報の利用目的 

お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。また、個

人情報は第三者へは開示いたしません。 

 

 
【第 30 回日本乳癌画像研究会 運営事務局（協賛担当）】 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
ミーティング&コンベンション事業部内 
担当: 今野（コンノ）、細井（ホソイ） 
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 4Ｆ 
TEL: 092-751-3244   FAX: 092-751-3250 

E-mail: 30jsbci-sponsor@jtbcom.co.jp 

 
 


