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ご挨拶 
 

 

謹啓 時下 益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は一般社団法人日本動脈硬化学会の活動に対する格別なるご支援・ご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

この度、第 19 回国際動脈硬化学会議（The 19th International Symposium on Atherosclerosis

（ISA2021））を 2021 年 10 月 24 日（日）～27 日（水）に国立京都国際会館にて開催させていただ

く運びとなりました。国際動脈硬化学会議の日本開催は、18年ぶりとなります。   

会議のテーマを“Toward Healthy Aging through Atherosclerosis Science”といたしました。

我が国は超高齢社会を迎えておりますが、動脈硬化に起因する心疾患や脳血管障害は、我が国の主

たる死因であり、がんと同じく死因の約 4 分の 1 をしめています。世界的には動脈硬化性疾患が死

因のトップであり、健康長寿の達成にはその制圧が喫緊の課題であります。 

本学会では世界中の質の高い研究者を集めて最先端の議論を行い、世界的に健康長寿の阻害要因

となっている動脈硬化に関する議論を通じて、今後の動脈硬化に関する研究が飛躍的に進展する機

会となると考えております。また、国内外のより多くの企業、研究者のみなさまにも是非ご参加い

ただき、最新の情報を共有できる環境となれば幸甚に存じます。 

なお、日本での開催決定以来、本学会の役員および学会員、並びに関連学会の先生方のご協力を

得て、様々な準備を鋭意進めて参りましたが、昨年からの新型コロナウイルス感染症の世界的拡大

を受け、この度、京都での現地開催とオンライン開催とを並行するハイブリッド形式での実施を決

定いたしました。京都の学会会場に来られない場合でも、オンラインで参加していただける機会を

設けて、より多くの国内外の専門家・関係者にご参集いただき、充実した会議にして参る所存です。 

 諸般厳しい状況ではございますが、引き続きのご指導・ご鞭撻、ご厚誼を賜りますよう、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

2021 年 5月 

 

第 19 回国際動脈硬化学会議 

会長 佐藤靖史 

山下静也 
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1. 会議の名称 
和文名：第 19回国際動脈硬化学会議 

英文名：The 19th International Symposium on Atherosclerosis（略称：ISA2021） 

 

2. 主催 
主  催：一般社団法人 日本動脈硬化学会 

国際本部：国際動脈硬化学会（International Atherosclerosis Society） 

 

3. 開催時期 
2021年 10月 24日（日）～10月 27日（水） ［4 日間］ 

※オンデマンド配信期間：2021年 10月 24 日（日）～2021 年 11月 30日（火）予定 

 

4. 併催 

第 53 回日本動脈硬化学会・学術集会  2021年 10 月 23日（土）-11月 24日（日） 

 

5. 開催方式 

現地と WEB 開催特設サイトにおけるハイブリッド開催 

（現地会場：国立京都国際会館） 

 

6. WEB 開催特設サイト 
第 19 回国際動脈硬化学会議 公式ホームページ内に設置予定 

https://www.c-linkage.co.jp/isa2021/index.html 

 

7. 会議のテーマ 
Toward Healthy Aging through Atherosclerosis Science 

 

8. 参加予定者数  (WEB 参加含む) 
3,000名～（国内 1,000名～／海外 2,000 名～）100カ国/地域 

［参加国・地域］ 

アイスランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタ

リア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オースト

ラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、クウェート、クロアチア、ケ

ニア、コロンビア、ジョージア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペ

イン、スリランカ、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国、チュニジア、チリ、

デンマーク、ドイツ、トルコ、 

日本、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィ

ンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、

ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、ホンジュラス、マレーシア、南アフリカ、メキ

シコ、モロッコ、モンゴル、ヨルダン、ラトビア、ルーマニア、レバノン、ロシア 他 

 

9. ISA 過去開催履歴 
第 18回 2018 年 カナダ・トロント 

第 17回 2015 年 オランダ・アムステルダム 

第 16回 2012 年 オーストラリア・シドニー 

第 15回 2009 年 アメリカ・ボストン 

第 14回 2006 年 イタリア・ローマ 

第 13回 2003 年 日本・京都 

・・・ 
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第４回 1976 年 日本・東京 

 

10. 会議の意義と開催目的 
日本における動脈硬化研究は世界的にも重要な役割を果たしており、国際動脈硬化学会を我が国で 

開催し、世界各国が最先端の動脈硬化研究成果を共有し、研究を推進することは極めて有意義であ

る。 

脂質異常症、糖尿病、高血圧症、喫煙、メタボリックシンドロームなど、様々な要因が関与して動

脈硬化が進行する為、基礎・臨床研究に携わる医師以外にも、看護師、栄養士、放射線技師、臨床

検査技師等のメディカルスタッフにも深く関係がある。あらゆる分野の人々が集まり、多領域に渡

る動脈硬化学の知識を包括的に共有することが不可欠である。 

 

11. 会議構成 
1) 会議の構成（予定） 

プレナリーレクチャー、プレナリーセッション、シンポジウム、ガイドライン企画、ジョ

イントシンポジウム、一般演題（口演、ポスター発表）、市民公開講座、共催プログラム

（スポンサードシンポジウム、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセ

ミナー） 、企業展示（現地出展並びに WEB 展示）他 

 

2) 会議使用言語 

英語 

 

3) 日程案 

 2021年 10月 24日（日） 2021年 10月 25日（月） 2021年 10月 26日（火） 2021年 10月 27日（水） 

午

前 

（第 53回日本動脈硬化学会総

会・学術集会） 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

午

後 
設営 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

夕 
オープニングセレモニー 

プレナリーレクチャー 
（ウェルカムレセプション） 

（イブニングセミナー） （イブニングセミナー） クロージングセレモニー 

 

4) 主要トピックス/領域 

脂質（臨床、基礎、FH、栄養、運動･禁煙）、糖尿病（臨床、基礎、合併症、治療）、高血圧

症、腎臓、脳卒中、心不全、循環器病、血栓、肥満/メタボリックシンドローム、NASH、画

像診断、デバイスイノベーション（核酸医薬・新規治療）、血管生物学/病理、疫学/ゲノム

解析/個別医療、がん治療と動脈硬化症 他 

202

1

年 
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12. 組織一覧                          2021年 4月現在 

国内組織委員会 

会長    佐藤 靖史 東北大学 未来科学技術共同研究センター 

山下 静也 りんくう総合医療センター 

顧問      木下 誠 東レ株式会社医務室 

横出 正之 一般財団法人 京都予防医学センター 動脈硬化診療部 

代田 浩之 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学 

組織委員    秋下 雅弘 東京大学医学部附属病院 老年病科 

浅田 祐士郎 宮崎大学医学部 病理学講座 構造機能病態学分野 

荒井 秀典 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

石橋 俊 自治医科大学 内分泌代謝学部門  

梅本 誠治 荒木脳神経外科病院 循環器内科 

江頭 健輔 久留米大学医学部 

梶波 康二 学校法人金沢医科大学医学部 循環器内科学 

葛谷 雅文 名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学講座 

神﨑 恒一 杏林大学医学部高齢医学 

島野 仁 筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科 

庄司 哲雄 大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 

野出 孝一 佐賀大学医学部循環器内科 

平田 健一 神戸大学大学院医学研究科 内科学講座循環器内科学分野 

武城 英明 東邦大学医療センター 佐倉病院臨床検査部 

丸山 千寿子 日本女子大学 食物学科 

三井田 孝 順天堂大学大学院医学研究科 臨床病態検査医学 

横手 幸太郎 千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学 

吉田 雅幸 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター・遺伝子診療科 

 

部会（下線は部会委員長） 

財務・募金部会  平田 健一 神戸大学大学院医学研究科 内科学講座循環器内科学分野 

横手 幸太郎 千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学 

稲垣 暢也 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学 

植木 浩二郎 国立研究開発法人国立国際医療研究センター研究所 

大屋 祐輔 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学 

小川 純人 東京大学大学院医学系研究科 加齢医学 

木原 進士 大阪大学大学院医学系研究科 生体情報科学講座 

後藤 信哉 東海大学医学部内科学系 

佐藤 加代子 東京女子医科大学循環器内科 

斯波 真理子 国立循環器病研究センター研究所 分子病態部 

下村 伊一郎 大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 

野出 孝一 佐賀大学医学部 循環器内科 

原 眞純 帝京大学医学部附属溝口病院内科 

的場 哲哉 九州大学病院循環器内科 

宮内 克己 順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科 

 

プログラム部会       浅田 祐士郎 宮崎大学 医学部 病理学講座 構造機能病態学分野 

吉田 雅幸 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター・遺伝子診療科 

荒井 秀典 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

稲垣 暢也 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 

植木 浩二郎 国立研究開発法人国立国際医療研究センター研究所 

及川 眞一 複十字病院糖尿病・生活習慣病センター 

大屋 祐輔 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学 

岡村 智教 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 

門脇 孝 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

小関 正博 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 
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後藤 信哉 東海大学医学部内科学系 

木庭 新治  昭和大学医学部内科学講座 循環器内科学部門 

坂田 泰史 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 

斯波 真理子 国立循環器病研究センター研究所 分子病態部 

島田 和典 順天堂大学医学部循環器内科 

下村 伊一郎 大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 

白井 厚治 東邦大学医学部 

代田 浩之 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学 

竹原 徹郎 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

塚本 和久 帝京大学医学部附属病院 内分泌代謝・糖尿病 

辻田 賢一 熊本大学医学部循環器内科 

野出 孝一 佐賀大学医学部循環器内科 

範 江林 山梨大学大学院総合研究部 医学域基礎医学系分子病理学講座 

藤井 聡 旭川医科大学病院臨床検査・輸血部 

藤岡 由夫 神戸学院大学栄養学部栄養学科 臨床栄養学部門 

堀内 久徳 東北大学加齢医学研究所 基礎加齢研究分野 

松本 昌泰 堺市立総合医療センター 

的場 哲哉 九州大学病院循環器内科 

丸山 千寿子 日本女子大学 食物学科 

三井田 孝 順天堂大学大学院医学研究科 臨床病態検査医学 

室原 豊明 名古屋大学 循環器内科学 

横手 幸太郎 千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学 

吉田 博 東京都慈恵会医科大学付属柏病院 中央検査部 
米満 吉和 九州大学大学院薬学研究院革新的バイオ医薬創成学 

樂木 宏実 大阪大学 老年・総合内科学 

 

広報部会       江頭 健輔 久留米大学 医学部 

梶波 康二 学校法人金沢医科大学医学部 循環器内科学 

藍 真澄 東京医科歯科大学医学部附属病院 保険医療管理部 

赤尾 浩慶 金沢医科大学 循環器内科学 

岡島 史宜 日本医科大学千葉北総病院 糖尿病・内分泌代謝内科 
濵口 浩敏 北播磨総合医療センター 

増田 大作 りんくう総合医療センター 

的場 哲哉 九州大学病院循環器内科 

森下 英理子 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 保健学専攻病態検査学 

矢作 直也  筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 

 

接遇部会        荒井 秀典 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

葛谷 雅文 名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学講座 

上田 之彦 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院/京都大学 

尾野 亘 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 

藤岡 由夫 神戸学院大学栄養学部栄養学科 臨床栄養学部門 

増田 大作 りんくう総合医療センター 

 

総務部会        秋下 雅弘 東京大学医学部附属病院 老年病科 

神﨑 恒一 杏林大学医学部高齢医学 

上田 之彦 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院/京都大学 

小川 純人 東京大学大学院医学系研究科 加齢医学 

長谷川 浩 杏林大学医学部総合医療学 救急総合診療科 

矢作 直也 筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 

吉田 博 東京都慈恵会医科大学付属柏病院 中央検査部 
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編集部会             石橋 俊 自治医科大学 内分泌代謝学部門 

三井田 孝 順天堂大学大学院医学研究科 臨床病態検査医学 

岡崎 啓明 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 

佐藤 加代子 東京女子医科大学循環器内科 

杉山 大典 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 

竹本 稔 国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科 

藤原 葉子 お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系 

森下 英理子 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻 病態検査学 

 

13. お問い合わせ先（スポンサー窓口） 
ISA2021 スポンサー事務局 

（株）コンベンションリンケージ内 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL： 075-231-6357 FAX：075-231-6354  

E-mail： sp_isa2021@c-linkage.co.jp  

大会 HP： http://www.c-linkage.co.jp/isa2021/index.html 

  

http://www.c-linkage.co.jp/isa2021/index.html
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14. 収支予算概要 

 
 

  

＜収入の部＞ ※消費税は10%にて計上

単価 総定数

1. 参加費 3,000 52,110,000

JAS Members

Early Bird registration 5,000 500 2,500,000

Standard registration 15,000 400 6,000,000

Early Bird registration 17,000 30 510,000

Standard registration 30,000 20 600,000

Early Bird registration 10,000 20 200,000

Standard registration 15,000 0 0

Early Bird registration 20,000 1,450 29,000,000

Standard registration 40,000 250 10,000,000

Early Bird registration 10,000 250 2,500,000

Standard registration 15,000 0 0

Early Bird registration 10,000 80 800,000

Standard registration 15,000 0 0

2. 協賛関連 96,250,000

11,000,000 1 11,000,000

5,500,000 3 16,500,000

3,300,000 5 16,500,000

Luncheon Seminar A 2,750,000 4 11,000,000

Luncheon Seminar B 2,200,000 4 8,800,000

Luncheon Seminar C 1,430,000 3 4,290,000

Sponsored Symposium 3,300,000 3 9,900,000

Morning Seminar 1,100,000 3 3,300,000

Evening Seminar 1,100,000 2 2,200,000

330,000 1 330,000

220,000 5 1,100,000

参加証ストラップ(ロゴ掲載) 880,000 2 パッケージスポンサーに含む

WEB開催特設サイトバナー 330,000 3 990,000

大会ホームページWEBバナー 330,000 3 990,000

CM放映 330,000 5 1,650,000

メールマガジン　ロゴ掲載 110,000 2 220,000

プログラム配信画面　ロゴ掲載 110,000 2 220,000

会場使用料バナー広告 330,000 2 660,000

休憩スペース 550,000 2 1,100,000

ホスピタリティスイート 5,500,000 1 パッケージスポンサーに含む

Exhibition booth 440,000 5 2,200,000

Exhibition space (size starting at 2X2sqm) 330,000 10 3,300,000

3. 寄付金・助成金 9,050,000

日本製薬団体連合会 5,000,000

京都文化交流コンベンションビューロー大規模国際コンベンション開催助成 4,000,000

企業・団体・その他 50,000

4. 学会活動準備金 3,000,000

日本動脈硬化学会補助金 3,000,000

科目

JAS53+ISA2021

ISA2021のみ

収入合計 160,410,000

 Non-members ISA2021のみ参加

 Other categories

Allied Health Professionals

JAS53+ISA2021

Full Delegates

（including PostDoc)

Allied Health Professionals

Graduate School Student

Undergraduate Students

Package Sponsorships

Gold

Silver

Bronze

Sponsorship

Items

日程表・会場フロアマップ（裏表紙　カラー）

日程表・会場フロアマップ（中面　1頁　モノクロ）
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＜支出の部＞

摘要

1 事前（誘致支援業務）

（1）誘致活動 支援業務費（@ISA2015/アムステルダム）

2 事前準備費（開催決定後）

（1）コンサルティング費（人件費） 2018年5月～42か月

（2）登録システム作成・処理費 演題、参加登録連動

（3）ホームページ作成・処理費

（4）印刷制作費

（5）消耗品、通信運搬費

（6）翻訳料（英語ネイティブチェック）

（7）広報活動経費（海外関連学会ブース経費及び運営人件費） 前回大会1回（カナダ）

3 当日運営費

（1）運営人件費 4日間

（2）機材関連経費

（3）看板・ポスター・展示関係費

4 関連会議費

（1）視察経費

（2）組織委員会経費

5 関連行事費

(1) 休憩スペース他参加者料飲

(2) 開会式/閉会式

6 招聘関連費

7 会場使用料

8 WEB開催関連費

9 事後処理費

10 準備金返金

9.準備金返金除く

2,695,000

3,800,000

科目 金額

2,250,000

2,250,000

36,100,000

10,000,000

8,000,000

2,500,000

9,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

800,000

2,000,000

25,500,000

9,000,000

8,500,000

8,000,000

157,715,000

2,000,000

1,000,000

18,000,000

28,000,000

800,000

23,000,000

3,000,000

小　計 143,650,000

消費税（10％) 14,065,000

予備費

合　計
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スポンサーシップ（パッケージ）募集要項 
 

パッケージスポンサー種類 ゴールド シルバー ブロンズ 

募集数 Sold Out 2 5 

金額（税別） 1,000 万円 500 万円 300 万円 

ランチョンセミナーまたは、スポンサードシンポジウム 1セミナー   

ランチョンセミナー（Ａまたは、Ｂの枠）  1 セミナー 1セミナー 

現地ホスピタリティスイート +WEB 展示 

または同等のスペースを提供。 
○1   

企業展示 現地スペース 20 ㎡ + WEB展示  ○  

企業展示 現地スペース 10 ㎡ + WEB展示   ○ 

参加証ストラップ(ロゴ掲載)（AD-01） ○   

参加証（1枚 4万円） 10 枚 5枚 3枚 

ホームページ スポンサーページへの 

ロゴ掲載、紹介ページ、希望 URLへのリンク 
○ ○ ○ 

幕間スライドに企業名表示 ○ ○ ○ 

 

                                                   
1 第一優先権 
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協賛アイテム募集要項 
【共催セミナー】 

番号 協賛アイテム 仕様 協賛金額（税別） 募集数 

LS-A 

ランチョンセミナーA  

（60分） 

現地 約 300 席 + WEB配信 

2 会場：アネックスホール 1/2、 

     Room A 
2,500,000 円 1 

LS-B 

ランチョンセミナーB  

（60分） 

現地約 100席 + WEB 配信 

2 会場： Room B-1, B-2 2,000,000 円 2 

LS-C 

ランチョンセミナーC  

（60分）  

現地約 50席のみ 

1 会場：Room C-1 1,300,000 円 2 

ＳＳ 

スポンサードシンポジウム  

（90分）  

現地約 300席+ WEB 配信 

2 会場：アネックスホール 1/2、 

       Room A 
3,000,000 円 1 

MS 

モーニングセミナー 

（60分）  

現地約 100席 + WEB 配信 

2 会場： Room B-1, B-2 1,000,000 円 3 

ES 

イブニングセミナー 

（60分）  

現地約 100席 + WEB 配信 

2 会場： Room B-1, B-2 1,000,000 円 2 

※新型コロナウイルス感染症対策等の事由により、現地会場の席数は変更する場合がございます。 

予めご了承ください。 

 

 

【企業展示】 

番号 協賛アイテム 仕様 協賛金額（税別） 募集数 

HS-01 
ホスピタリティスイート  

+WEB展示 
50 ㎡ 5,000,000 円 Sold out 

EX-01 
スペース （1小間 2㎡） 

+WEB展示 
*2 小間以上より受付いたします。 300,000 円 10 

EX-02 
基礎小間 

+WEB展示 
W1,800 * D600 * H2,100 400,000 円 5 

*現地開催、WEB展示のいずれか一方のみを希望する場合も金額の変更はございません。 
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【広告】 

番号 協賛アイテム 仕様 
協賛金額 

（税別） 
募集数 

AD-01 参加証ストラップ ロゴ掲載 当日参加者に配布 800,000 円 Sold out 

AD-02 
日程表・会場フロアマップ 

広告掲載 

裏表紙 カラー  300,000 円 Sold out 

中面 1頁 モノクロ  200,000 円 3 

AD-03 WEB開催特設サイトバナー 指定サイズのバナー広告 300,000 円 3 

AD-04 大会ホームページ WEB バナー 大会 HP掲載（～2021年 11月末） 300,000 円 3 

AD-05 CM 放映 
セッション間に CM 放映（30 秒以内） 

会期中 5 分以上の放映 
300,000 円 5 

AD-06 
メールマガジン 

ロゴ掲載 

2021年 5 月～11月 月 1～2 回 

約 10 回配信予定 
100,000 円 2 

AD-07 
プログラム配信画面  

ロゴ掲載 
WEB開催特設サイト内  100,000 円 2 

 

【会場装飾、その他】 

番号 協賛アイテム 仕様 
協賛金額 

（税別） 
募集数 

VA-01 会場バナー広告 アネックスホール 300,000 円 2 

BR-01 休憩スペース アネックスホール 500,000 円 2 
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Luncheon Seminar/ Sponsored Symposium 募集要項 
 

1. Luncheon Seminar (ランチョンセミナー) 開催概要 

1） 名称：ISA2021 Luncheon Seminar 

          ※ISA2021 と貴社との「共催」になります。 

2）開催日程： 2021 年 10月 25日（月）～27日（水） 

3）開催時間： 60 分（予定） 

4）開催場所： 国立京都国際会館  〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 / WEB 配信  

URL: http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/ 

    5）講演言語：英語 （同時通訳は別料金にて利用可能） 

 

2. Sponsored Symposium（スポンサードシンポジウム）開催概要 

1） 名称：ISA2021 Sponsored Symposium 

          ※ISA2021 と貴社との「共催」になります。 

2）開催日程： 2021 年 10月 25日（月）～27日（水） 

3）開催時間： 90-120分（予定） 

4）開催場所： 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 / WEB配信  

URL: http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/ 

    5）講演言語： 英語 （同時通訳は別料金にて利用可能） 

 

3. Morning Seminar（モーニングセミナー）開催概要 

1） 名称：ISA2021 Morning Seminar 

          ※ISA2021 と貴社との「共催」になります。 

2）開催日程： 2021 年 10月 25日（月）～27日（水） 

3）開催時間： 60 分（予定） 

4）開催場所： 国立京都国際会館  〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 / WEB配信  

URL: http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/ 

    5）講演言語： 英語 （同時通訳は別料金にて利用可能） 

 

 4. Evening Seminar（イブニングセミナー）開催概要 

1） 名称：ISA2021 Evening Seminar 

          ※ISA2021 と貴社との「共催」になります。 

2）開催日程： 2021 年 10月 25日（月）～27日（水） 

3）開催時間： 60 分（予定） 

4）開催場所： 国立京都国際会館  〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 / WEB配信  

URL: http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/ 

    5）講演言語： 英語（同時通訳は別料金にて利用可能） 

 

 

 

 

 

http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/
http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/
http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/
http://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/
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5. 開催形式 

  収録方法および配信方法について以下より貴社にてご選択ください。 

 

  1)現地開催 + ライブ配信 + オンデマンド配信【原則】 

    ・座長・演者が現地会場でご講演またはリモートでご講演いただいている様子をそのまま

ライブ配信 

     ・ライブ配信収録動画をオンデマンド配信期間中配信 

 

  2)現地開催 + ライブ配信 1回のみ放映  

    ・座長・演者が現地会場でご講演またはリモートでご講演いただいている様子をそのまま

ライブ配信 

     ・ライブ配信は指定時間 1回のみの放映 

  

 3)会場放映 + 定刻 WEB 配信 (事前収録) + オンデマンド配信 

    ・事前に収録した講演動画を指定時間に会場および WEB上の特設サイトにて放映 

    ・事前に収録した講演動画をオンデマンド配信期間中配信 

    ＊事前収録の場合は各社で収録を行い、スポンサー事務局に講演動画をご提出ください。 

 

※開催形式は LC-Cを除き、現地開催（または会場放映）＋WEB配信となり、いずれか一方のみを希

望する場合も金額の変更はございません。 

LC-Cは現地開催のみとなります。 

※今後、災害等の主催者の責めに帰すべきでない事項、および新型コロナウイルス感染症対策の為、

完全 WEB開催となる場合がございます。この場合、LC-Cも WEB 配信となります。 

※WEB 配信のみに変更になった場合でも各社の事由によりセミナーを辞退される場合、原則として

100%のキャンセル料を申し受けますので、予めご了承ください。 

 

6.プログラムの決定 

講演内容・演者・司会・会場・日時等は、各社のご希望を伺った後、スポンサー事務局 

にて調整の上、最終決定させていただきますので、予めご了承ください。 

 

7.共催費について 

LS-A, LS-B, SS, MS, ES 共催費には下記枠内の項目が含まれております。 

・講演会場費、控室利用費（セミナー前後 1時間含む 3時間） 

・機材費（講演会場で使用している設置済み機材） 

・音響・照明関係費（会場での付帯設備） 

・指定日時にオンラインで講演を放映する権利 

・システム制作費 

・システムの立ち上げ、動作確認 

・視聴者質問機能 (コメント投稿形式) 

・オンデマンド配信費（講演内容の録画、視聴サイトへの掲載（11月 30日まで）） 
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LS-C 共催費には下記枠内の項目が含まれております。 

・講演会場費、控室利用費（セミナー前後 1時間含む 3時間） 

・機材費（講演会場で使用している設置済み機材のみ） 

・音響・照明関係費（会場での付帯設備） 

 

※共催費に下記の費用は含まれておりません。 

 ①食事代：参加者用弁当（ランチョンの場合）・お飲物、演者・座長打合せ食事等 

 ②人件費：運営スタッフ(アナウンス係、進行計時係、資料・弁当配付係、誘導係等） 

 ③看板・表示物：会場表示立札、座長・演者氏名掲示、案内チラシ等 

 ④座長・演者の謝礼、交通宿泊費 

⑤講演会場・控室以外の会場関連費 (ライブ配信会場・事前収録会場等) 

 ⑥追加機材：同時通訳、収録（録音・録画）、控室の機材等 

⑦事前収録機材・当日座長・演者リモート参加用機材（講演会場機材除く）： 

パソコン (ノートパソコン可)、マイク (内蔵・外付け)、web カメラ (内蔵・外付け)、 

インターネット回線 

 ⑧業務運営費(上記手数料 15％） 

実費オプション経費となり本会終了後、スポンサー事務局（株式会社コンベンションリン

ケージ）より実費費用を請求させていただきます。詳細につきましては別途「共催セッシ

ョン開催要項」 にてご案内をいたします。 

 

8.演者・座長への依頼について 

講演依頼：開催枠決定後、各社でお願いいたします。 

 

＊重複を確認させていただきますので、ご依頼前にスポンサー事務局までプログラム案を

ご連絡ください。 

 

9.印刷・制作物に関して 

1）抄録の掲載について： 

・講演抄録は WEB開催特設サイトまたは WEB 抄録集に掲載予定 

2）チラシの作成について【任意：費用各社負担】 

・チラシサイズ：A4サイズに収まるもの 

・作成部数：各社裁量 

（印刷前にスポンサー事務局で確認させていただきますので、印刷前に原稿を 

 スポンサー事務局までお送りください。） 

・ロゴマーク：ISA2021ロゴ（スポンサー事務局よりデータを配布いたします） 

3）会場での看板に関して【任意：費用各社負担】 

・看板：学会指定の統一デザインとさせて頂きます。 

 

10.同時通訳に関して 

1）同時通訳者：各社でご手配いただくか、スポンサー事務局へお申し込みください。 

2）通訳機材：スポンサー事務局までお申し込みください。費用は各社にてご負担ください。 

 

11.記録に関して 

1）ビデオ収録：各社でご手配頂くか、スポンサー事務局へお申し込みください。 

  ※会場設営の都合上、収録の有無をスポンサー事務局までご連絡ください。 

    なお、収録の際、申請書をご提出いただく場合もございます。 

2）収録用機材：収録ステージ、音声ライン、電源は別途有償にてご用意いたします。 
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12.その他 

1）貴社ウェブサイトでの共催費等の公開に関して 

  製薬企業ならびに日本医療機器産業連合会の活動における医療機関等との関係の透明

性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者等に対する研究費、寄付、交流等

の支出に関する情報を医療医薬品業・医療機器業が自社のウェブサイトで公開するこ

とに伴い、貴社が当学会に対して行う学会共催費用の支払いに関し、貴社ウェブサイ

トで公開すること（開示形式例：第○回○○学会セミナー：○○円）に同意します。 

 

2）取り消し・変更について 

災害等の主催者の責めに帰すべきでない事項、および新型コロナウイルス感染症対策等

のため、会場機材・席数などの仕様や、セミナーの開催方法の変更をお願いする場合が

ございます。 

開催方法が変更となりました場合には、現在の申込枠をそのまま変更後の開催枠へ移動

させていただきます。尚、仕様・開催方法の変更に伴い、各社の事由によりセミナーを

辞退される場合にも、原則として 100％のキャンセル料を申し受けますので予めご了承く

ださい。 
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共催セッション 一覧 
※収容人数は目安となっております。 

※費用はすべて消費税別です。（2021 年 5 月現在） 

 

1．Luncheon Seminar (60 分) 

開催日 
開催時間 

（予定） 

会場収容人数/共催額【税別】 

300 席程度 100席程度 50 席程度 

¥2,500,000  ¥2,000,000  ¥1,300,000  

10月 25日（月） 12:00-13:00 LS-A-1 LS-B-1 LS-C-1 

10月 26日（火） 12:00-13:00 LS-A-2 LS-B-2 LS-C-2 

10月 27日（水） 12:00-13:00 LS-A-3 LS-B-3 LS-C-3 

  

2．Sponsored Symposium (90-120分) 

日程 
開催時間帯 

(予定) 

会場収容人数/共催額【税別】 

300 席程度 

¥3,000,000  

10月 25日（月） 午前または、午後 SS-1 

10月 26日（火） 午前または、午後 SS-2 

10月 27日（水） 午前 SS-3 

  

3．Morning Seminar (60 分) 

日程 
開催時間帯 

(予定) 

会場収容人数/共催額【税別】 

100席程度 

¥1,000,000  

10月 25日（月） 7:30-8:30 MS-1 

10月 26日（火） 7:30-8:30 MS-2 

10月 27日（水） 7:30-8:30 MS-3 
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4．Evening Seminar (60 分) 

日程 
開催時間帯 

(予定) 

会場収容人数/共催額【税別】 

100席程度 

¥1,000,000  

10月 25日（月） 18：00-19：00 ES-1 

10月 26日（火） 18：00-19：00 ES-2 

10月 27日（水） 18：00-19：00 ES-3 

※選択肢は、パッケージスポンサーが優先されます。 
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企業展示 募集概要 
1)現地展示会場 開催スケジュール（予定）  

【搬入設営日時】2021年 10 月 24日（日）第 53回日本動脈硬化学会総会・学術集会終了後 

【展示実施日時】2021年 10 月 25日（月）8:00～17:00 

10月 26日（火）8:00～17:00 

10月 27日（水）8:00～15:00 

【搬出撤去日時】2021年 10月 27 日（水）15時以降 

 

2)会場 

国立京都国際会館内、ならびに WEB 展示会場 
 
3) 展示規模 

 企業展示   17小間（予定） 

  

4）出展資格 

ISA2021の趣旨をご理解いただける医療関連の機器・医薬品・用具・試薬・検査機器・ 

書籍などを製造又は取り扱う企業・団体 

※薬事法未承認品の展示についてはスポンサー事務局までお問い合わせください。 

※会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことを禁止します。 

但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

   

5）ホスピタリティスイート／展示小間料金   

※選択肢は、パッケージスポンサーが優先されます。 

 

番号 協賛アイテム 仕様 
協賛金額 

（税別） 
募集数 

HS-01 
ホスピタリティスイ

ート 
現地出展（50㎡）+WEB展示 5,000,000円 Sold out 

EX-01 
スペース 

 （1小間 2㎡） 

現地出展：2 小間以上より受付 

+WEB展示 
300,000円 10 

EX-02 基礎小間 現地出展+WEB展示会場   400,000円 5 

 

※各アイテムの仕様詳細は次ページをご参照ください。 

※現地開催、WEB 展示のいずれか一方のみを希望する場合も金額の変更はございません。 

※今後、災害等の主催者の責めに帰すべきでない事項、および新型コロナウイルス感染症対策の

為、開催形式が変更になる可能性がございます。会議自体が完全 WEB 開催に移行した場合、現在

のお申込枠をそのまま WEB 展示での出展枠に自動的に移行いたします 

※WEB 展示のみに変更になった場合でも出展社の事情により出展を取り消される場合、原則として

100％のキャンセル料を申し受けますので、予めご了承ください。   
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 6）現地会場 出展の場合の仕様について 

 

【EX-01】スペース小間 2.0 ㎡ (W2.0m×D1.0m) 300,000 円／1小間（税別） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【EX-02】基礎小間 (W1,800×D600×H2,100) 400,000 円／1小間（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【EX-02 出展料に含まれるもの】 

・ 展示の準備から終了までの現場管理諸費用および展示期間中及び設営・撤去時のスペース 

使用料  

※社名板にロゴ掲載をご希望の場合は、別料金となります。 

※電源工事、電気代、清掃費、ゴミ処理費用は別料金となります。 

 

 

 

・スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを実施の上お引渡しいたします。 
・また、左右が他のブースと隣接している場合システムパネルが 

設置されます。 
※スペース小間をご希望の場合は最低限の特別装飾を行ってください。 
※引き渡しの小間サイズの希望は伺いますが、決定は主催者に一任ください。 

【禁止事項】 
・ 装飾物、展示物の高さは 2.5mを制限といたします。 

制限を超える場合は、事前にスポンサー事務局にご相談ください。 
・ 床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止いたします。 

※社名板にロゴ掲載をご希望の場合は、別料金となります。 
※電源工事、電気代、清掃費、ゴミ処理費用は別料金となります。 

【電気・給排水について】 
・ 出展者の希望により、有償で電気（交流単相二線式 100V60Hz）を 

小間まで供給いたします。ご希望の場合は、スポンサー事務局まで 
お申し出ください。 

・水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則禁止と致します。 

1000 

 

【基礎小間 仕様】 
・ バックパネル（オクタノルム） 
・ 蛍光灯 １灯 
・ 社名サイン １枚（W900 H200 白ベース、紺文字） 

・ 展示台（テーブル）１台（W1800 D600 H700白布巻き） 

D600mm

W1,980ｍm

H2,100mm

社名板

蛍光灯

W1,800mm

展示机 (白布付き)
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7）小間の割当て 

 (1) 小間の割当ては出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し、 

  申込締切後に主催者が決定し､各出展者へ通知いたします。 

  出展者はこの割当てに対する異議申立てはできませんのでご了承ください。 

(2) 出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことは 

ご遠慮ください。 

 

 

8）外国出展物 

展示場は、保税展示場にはいたしません。海外からの出展物は国内貨物として出展するか、 

または、ATA カルネの制度をご利用下さい。詳細は、スポンサー事務局にお問い合わせ 

ください。 

 

9）出展者へのご案内 

出展説明会は行いません。開催の約 2ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理等について 

詳細をご連絡いたします。 付器・照明道具等のレンタルもこの時にご案内いたします。 

 

10）会場の管理 

会場及び出展物の保全について、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、主催及び運

営・スポンサー事務局は責任を負いません。 

 

11）新型コロナウイルス感染症対策について 

   出展に当たっては、京都府・市ならびに国立京都国際会館の基準に従い、感染症対策を 

各社にて行ってください。指針については後日、出展要項にて改めてご案内致します。 

 

12）その他 

展示会場入場用の出展者バッジをお渡しいたします。 

ISA2021の講演会場及び関連プログラム会場は入場できませんので大会プログラムを 

聴講希望の場合は、別途参加証をご購入ください。 

  ＊視聴サイトのアカウントは１つお渡しいたします。 
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WEB 企業展示 概要 
  

1） 媒体：第 19回国際動脈硬化学会議（ISA2021） WEB 特設サイト 内 展示会場 

 

2） 参加者：参加登録を行い、ログイン用パスワードを保持している参加登録者、 

IAS 国際本部 役員・関係者等 約 3,000名 

（国内 1,000名、海外 2,000 名 想定） 

 

3） 掲載期間：2021年 10月 24日（日）～2021 年 11月 30 日（火）17：00 （予定） 

 

4）掲載可能なコンテンツ（予定）： 

 ※詳細は後日、WEB展示実施要項にて改めてご案内します。 

展示コンテンツ ゴールド シルバー ブロンズ WEB 展示 

出展企業一覧ページ 

企業名表示 〇 〇 〇 〇 

ロゴ表示 特大 大 中 小 

企業・製品紹介文(50文字) 〇 〇 × × 

詳細説明ページへのリンク 〇 〇 〇 × 

出展社 製品紹介ページ 

企業名表示 〇 〇 〇 〇 

ロゴ表示 〇 〇 〇 〇 

企業・製品紹介文(200 文字) 〇 〇 〇 〇 

連絡先 〇 〇 〇 〇 

外部サイトへのリンク 〇 〇 〇 〇 

製品紹介用画像 
計 6点まで 計 4点まで 

2 点まで 
小間数×2点ま

で 

（上限 10） 

製品紹介用映像 × × 

製品紹介用テキスト 

1 点につき 300 文字以内 
6 点まで 3 点まで 2 点まで 小間数と同数 

会社パンフレット 〇 〇 × 〇 

問い合わせフォームの設定 〇 〇 × 〇 

Web 会議 URL 

のリンクボタン 

（※アカウントは各社にて手配） 

〇 〇 〇 × 
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5）出展ページ 作成イメージ   ※現在、開発中のイメージです。 

 

【企業一覧画面】 

※デザインはイメージです。 

配置やレイアウトなどは変更の可能性がございますのでご了承ください。 
 

 
 

※詳細は会期 3か月前頃を目安にご案内する出展要項をご参照ください。 

6）掲載原稿について： 

  ・会議の公用語は英語となります。 

原稿は英語のみ、もしくは日英併記にてご用意ください。 

・掲載用データの入稿方法、データの規格等につきましては、会期 3 か月前頃を目安にあらためて

出展各社へご案内します。 

・掲載内容が会議の内容にそぐわない場合、主催者より原稿の修正や掲載取り下げをお願いす

る場合がございます。主催者からの変更依頼に応じない場合、事務局にて該当の文章もしく

は掲載ページを削除、もしくは閲覧不可とする場合がございますので予めご了承ください。 

・ご提出いただいたデータは ISA2021 の WEB 展示ならびに広報活動等の付随業務以外には使用いた

しません。展示会終了後、データはすみやかに破棄いたします。 

 

7）掲載原稿のご提出期限： 

  2021年 9月 30日（木）予定 

 

8）掲載期間の変更について： 

 ・会期初日より、オンデマンド配信期間（11月 30日迄を予定）の掲載を予定しています。 

事務局までお申し出ください。 

 

Exhibition  Map 

企業

名 1 

 ISA2021 Exhibition 

ゴールド 

企業

名 2 

企業名+ロゴ  複数小間申込企業 

企業名 

1 小間

申込 

企業名 

1 小間

申込 

【掲載枠について】企業ロゴ・企業名 
  

黄 色： ゴールドスポンサー  

橙 色： シルバースポンサー 

緑 色： 複数小間 申込企業 

青 色： 1 小間申込企業 
  

※小間の配置・色は仮の表記です。 

 実際のサイト上の配色とは異なります。 

企業名 

1 小間

申込 

企業名 

1 小間

申込 

シルバ
ー 

 

シルバ
ー 
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9）WEB展示ページの閲覧について 

・お申込枠に応じて、特設サイトを視聴いただけるアカウント情報（ID、PW）を付与します。 

 1アカウント情報につき 1名、企業展示を含む全ての WEB プログラムを閲覧いただけます。 

・アカウント情報を主催者への承諾なく勝手に譲渡することは固く禁じます。 

 1アカウント情報にて同時接続はできません。複数名で閲覧をご希望の場合、ISA2021の公

式ホームページより参加登録を行ってください。 
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広告協賛 募集概要 
 

【AD-01】ISA2021 参加証ストラップ ロゴ掲載   Sold out 

                   +特典：WEB 開催特設サイト 参加証ダウンロードページへのロゴ掲載 

 (1)配布対象 ：当日現地参加者 

(2)作成部数 ：1,300部（予定） 

(3)作成費  ：1,800,000 円（税別） 

(4)掲載料及び募集数： 800,000円（税別）、募集数：2社想定、協賛総計 1,600,000円 

 

【AD-02】ISA2021 日程表・会場フロアマップ 広告掲載 

             +特典：WEB 開催特設サイト ロゴ掲載 

 (1)配布対象 ：当日現地参加者 

(2)作成部数 ：1,300部（予定） 

(3)作成費  ：1,000,000 円（税別） 

(4)掲載料及び募集数：協賛総計 900,000 円 

裏表紙（カラー）300,000 円（税別）、 募集数：1 社 Sold out 

中面（モノクロ）200,000 円（税別）、 募集数：3 社 

(5)掲載サイズ：A5 *様式はお申込み後にご連絡致します 

 

【AD-03】ISA2021  WEB開催特設サイトバナー 

 (1) 広告媒体名：ISA2021  WEB開催特設サイト 

(2) 作成費  ：4,000,000 円（税別） 

(3) 掲載料及び募集数：300,000円（税別）、募集数：3社想定、協賛総計 900,000 円 

 (4) 広告仕様：バナー広告データは貴社でご準備ください。 

 

【AD-04】ISA2021 大会 HP バナー 

 (1) 広告媒体名：ISA2021 大会ホームページ 

(2) 作成費  ：2,000,000 円（税別） 

(3) 掲載料及び募集数：300,000円（税別）、募集数：3社想定、協賛総計 900,000 円 

 (4) 広告仕様：バナー広告データは貴社でご準備ください。 

   ・サイズ：横 220 × 縦 48 pixel 

・形式：GIF（アニメ可）、JPEG 

(5) 掲載期間：データ及びご入金確認後～学会終了時（予定） 

＊データ送付先：スポンサー事務局までメールまたは、CD-Rにてお送りください。 

 

【AD-05】ISA2021 CM放映 

(1) 広告媒体名：ISA2021 講演会場・Web 視聴サイト 

(2) 掲載料及び募集数：300,000円（税別）、募集数：5社想定、協賛総計 1,500,000円 

 (3) 広告仕様：データは貴社でご準備ください。（MP4 ファイル形式 動画データ） 

    ・30 秒以内 

(4 掲載期間：会期中 5分以上の放映 
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【AD-06】 ISA2021 メールマガジンロゴ掲載 

(1) 広告媒体名：ISA2021 メールマガジン 

(2) 掲載料及び募集数：100,000円（税別）、募集数：2社想定、協賛総計 200,000 円 

 (3) 広告仕様：仕様確定次第、ご連絡いたします。 

(4) 掲載期間：2021 年 5 月～11月 月 1～2回 約 10回メルマガ配信予定 

  

例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【AD-07】 ISA2021 プログラム配信画面 ロゴ掲載   

(1) 広告媒体名：ISA2021 WEB開催特設サイト ライブ配信画面 

(2) 掲載料及び募集数：100,000円（税別）、募集数：2社想定、協賛総計 200,000 円 

 (3) 広告仕様：仕様確定次第、ご連絡いたします。 

(4) 掲載期間：会期中～オンデマンド配信期間 

イメージ) 

  

ロゴ掲載スペース 
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会場装飾、その他 協賛募集概要 
                                                                    

【VA-01】ISA2021 会場バナー広告 

(1) 掲示スペース：ISA2021 展示会場 

(2)制作部数 ：2枚（素材：メッシュターポリン） 

(3)作成費  ：800,000 円（税別） 

(4)掲載料及び募集数：広告掲載費：￥300,000（税別）、募集 2社予定、協賛総計：600,000円 

 (5)掲載サイズ： W1500 H3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊データ送付先：スポンサー事務局までメールまたは、CD-Rにてお送りください。 

 

【その他】 
【BR-1】ISA2021 休憩スペース 

(1)利用対象者：当日参加者 

(2)協賛内容：休憩会場ドリンクサービス（水） 

→感染対策によって提供がなくなる可能性がございます。 

        電源タップ 

             *看板、場内アナウンスでの協賛謝辞を予定しております。 

       *企業ロゴを各テーブルに掲載いたします。 

(3)設置場所：国立京都国際会館内 アネックスホール内休憩スペース 

(4)協賛日時：2021 年 10 月 25日（日）～27日（水）  

(5)必要経費： 1,500,000 円 (3日間合計) 

(6)協賛費及び募集数： 協賛費 500,000円（税別）、募集数：2 枠想定、協賛総計 1,000,000 円 

 

                                        
イメージ  

  
 
広告 

スペース 

VA-01  
バナー広告 

企業 

ロゴ掲載 
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スポンサーシップ・協賛アイテム申込方法 
 

1．お申込み方法 

所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、メールにてスポンサー事務局宛にお送りください。 

お申込み後 10 日経過しても事務局から受領の連絡がない場合はお問合せください。 

 

申込期間： 

スポンサーシップ（パッケージ、共催セミナー）：  

第 1次締切 2019年 12月 20 日（金） 

第２次締切 2020年 3月 31日（火） 

第３次締切 2020年 9月 30日（水） 

第 4次締切 2020年 11月 30 日（月） 

第 5次締切 2021年 5月 14日（金） 

 

 

協賛アイテム(展示、広告他アイテム) ： 

第 1次締切 2020年 12月 18 日（金） 

第２次締切 2021年 5月 31 日（月） 

ただし募集枠数に達し次第、申込みを締め切る場合もございます。 

 

支払方法： 

お申込み後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。 

出展者は請求書日付より 1ヶ月以内に出展料総額を指定の口座へお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。 

銀 行 名 ：三菱 UFJ銀行 

店 番 号 ：六本木支店  

口座番号 ：普 0767832 

口 座 名 ：ISA2021 会長 山下静也 

           (ｱｲｴｽｴｰﾆｾﾞﾛﾆｲﾁ ﾔﾏｼﾀ ｼｽﾞﾔ) 

※振込手数料は、スポンサー企業様にてご負担願います。 

※小切手等によるお支払いは受け付けません。 

  

取消し： 

(1) 申込書提出後の取消しは、原則としてお受けいたしかねます。ただし、やむを得ない理由

での取消を希望される場合は文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。 

 (2) やむを得ない事情により、会期・会場・開催形態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し込みを取り消すことはできません。 

またこれによって生じた損害は補償いたしません。 

 

2．申込書送付先 

ISA2021 スポンサー事務局 

（株）コンベンションリンケージ内 

〒604-8162 

京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：sp_isa2021@c-linkage.co.jp 
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