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御 挨 拶 

 

 
謹啓 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は公益社団法人日本臨床腫瘍学会へ多大なご協

力とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、第19回日本臨床腫瘍学会学術集会を2022年2月17日（木）、18日（金）、19日（土）の3日間、国立京都

国際会館およびザ・プリンス 京都宝ヶ池において開催させていただきます。2021年2月の第18回日本臨床腫瘍

学会学術集会は新型コロナウイルス感染の影響で完全web方式での開催となりました。新型コロナウイルス感染

が今後どのように推移するかは予測できませんが、第19回日本臨床腫瘍学会学術集会は現地開催とweb参加

のハイブリッド形式での開催を目指しています。感染防止には万全の対策を取って開催させていただきます。 

 

日本臨床腫瘍学会は米国のASCO、欧州のESMOと肩を並べるアジアのMedical Oncologyの中核学会となる

ことを目指しています。第17回まで7月に開催していた学術集会を、第18回より2月開催とすることにより世界的

規模の臨床試験の初回発表誘致に繋がればと期待しています。今回の学術集会のテーマは、アジアのMedical 

Oncologyの中核学会を目指したAsian Collaborationとともに若手の育成にも力を入れ、「Inspiring Asian 

Collaboration and the Next Generation in Oncology」とさせていただきました。アジア圏の演者および若手を積

極的に登用したいと考えています。トラベルアワードの充実などにより例年にも増して海外からの一般演題が集

まるようにしたいと思います。 

 

海外からの招聘演者については可能なかぎり京都にお越しいただきたいですが、新型コロナウイルス感染状

況により来日が難しい場合には、webでの講演をお願いできればと考えています。そのために海外との時差を考

慮して朝のセッションは北米とアジア・日本の演者を、夕方のセッションは欧州とアジア・日本の演者を中心にプ

ログラムを組んでいます。学術集会のプログラムは臓器別プログラムに加え臓器・職種横断的なプログラムも多

数企画して日本臨床腫瘍学会に相応しい学術集会にしたいと思います。例年通り主なセッションは英語での発

表・討論となりますが、メディカルスタッフを中心としたセッションや教育講演は日本語で行います。また必要に応

じて同時通訳も活用する予定です。 

 

協賛を依頼させていただくにあたり、本来ならば、拝眉の上お願いすべきところではございますが、本書面を

借りて、ご高配とご援助の程、衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 

 

謹白 

 

 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 

会 長  大江 裕一郎 

（国立がん研究センター中央病院 副院長／呼吸器内科 科長）  
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 Ⅰ 開催概要  

 

1．会議の名称 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 

 

2．会長 

大江 裕一郎 （国立がん研究センター中央病院 副院長／呼吸器内科 科長） 

 

3．会期 

2022年2月17日（木）～19日（土） 

 

4．会場 

国立京都国際会館    〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422番地 

ザ・プリンス 京都宝ヶ池  〒606-8505 京都市左京区岩倉幡枝町1092-2 

 

5．テーマ 

Inspiring Asian Collaboration and the Next Generation in Oncology 

 

6．ホームページ 

https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 

7．参加予定者数 （予定） 

7,000 名 （国内：6,600名、海外 400名） 

 

8．開催実績 （過去5年） 

回 開催年月 開催地 会長 参加者数 

第14回 2016年7月 神戸 南   博信 （神戸大学） 6,740 名 

第15回 2017年7月 神戸 谷本 光音 （岡山大学） 6,882 名 

第16回 2018年7月 神戸 中西 洋一 （九州大学） 7,150 名 

第17回 2019年7月 京都 
藤原 康弘 （医薬品医療機器総合機構/ 

国立がん研究センター中央病院） 
7,600 名 

第18回 2021年2月 Web開催 西尾 和人 （近畿大学） 
6,300名 

（2021/2/21時点） 

 

9. 開催方式について 
JSMO2022では、現地開催を主体に、Webでの一部Live配信を追加した開催方式といたします。 

現地参加、Web、双方の良さを最大限に活かして、国内外からの多数の参加を期待しております。 

感染の状況により、お申込みいただいた協賛内容に関してご相談させていただく場合がございますので 

予めご了承ください。 
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10．開催計画（予定） 

日程 プログラム 

2月17日（木） 

開会式 

特別講演、教育講演 

Meet the Expert、Highlights of the day session 

シンポジウム （国内、海外学会とのジョイントシンポジウム 含）  

ワークショップ、パネルディスカッション 

委員会企画、Presidential Session 

一般演題 （Oral／Mini-Oral／Poster）   

PAP （ペイシェント・アドボケイト・プログラム） 

メディカルセミナー、イブニングセミナー、スポンサードセミナー ほか 

2月18日（金） 

特別講演、教育講演 

Meet the Expert 

Highlights of the day session 

シンポジウム （国内、海外学会とのジョイントシンポジウム 含）  

ワークショップ、パネルディスカッション 

委員会企画 

Presidential Session 

一般演題 （Oral／Mini-Oral／Poster）   

PAP （ペイシェント・アドボケイト・プログラム） 

モーニングセミナー、メディカルセミナー、イブニングセミナー ほか 

2月19日（土） 

特別講演、教育講演 

Meet the Expert 

Highlights of the day session 

シンポジウム （国内、海外学会とのジョイントシンポジウム 含）  

ワークショップ、パネルディスカッション 

委員会企画 

Presidential Session 

一般演題 （Oral／Mini-Oral／Poster）   

PAP （ペイシェント・アドボケイト・プログラム） 

モーニングセミナー、メディカルセミナー 

閉会式 ほか 

 

11．お問い合わせ先 

＜プログラムについてのお問合せ先＞ 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 事務局 

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 

事務局長：堀之内 秀仁 

TEL: 03-3547-5201（内線7010） 

Mail: hhorinou@ncc.go.jp 

 

＜学会運営・企業協賛に関するお問合せ先＞ 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 スポンサー事務局 

株式会社コンベンションリンケージ 

〒102-0075 東京都千代田区三番町2 

TEL: 03-3263-8688 / FAX: 03-3263-8693 

Mail: sp-jsmo2022@c-linkage.co.jp 
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 Ⅱ 共催セミナー募集要項  

 

1. 開催日時・枠数 

①メディカルセミナー（2/17～2/19の3日間）32枠 

Aランク：4枠  Bランク：9枠  Cランク：10枠  Dランク：9枠 
 
②イブニングセミナー（2/17～2/18の2日間）20枠 

Aランク：2枠  Bランク：6枠  Cランク：6枠  Dランク：6枠 
 
③モーニングセミナー（2/18～2/19の2日間）22枠 

Aランク：1枠  Bランク：8枠  Cランク：7枠  Dランク：6枠 

 

2. 共催金額 

①メディカルセミナー 

日程 ランク／席数（100％時） 共催金額（税別） セッション枠 

2月17日（木） 

Aランク／1,000席～ \2,400,000 2枠 

Bランク／500～700席 \2,100,000 2枠 

Cランク／300～499席 \1,900,000 3枠 

Dランク／100～299席 \1,500,000 3枠 

2月18日（金） 

Aランク／1,000席～ \2,400,000 2枠 

Bランク／500～700席 \2,100,000 2枠 

Cランク／300～499席 \1,900,000 3枠 

Dランク／100～299席 \1,500,000 3枠 

2月19日（土） 

Bランク／500～700席 \2,100,000 5枠 

Cランク／300～499席 \1,900,000 4枠 

Dランク／100～299席 \1,500,000 3枠 

※ プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー数は変更する場合がございます。 

※ 席数は感染症拡大の状況等により変更となる場合がございます。 

※ セッション時間は 50 分の予定です。 

※JSMO2022では、現地開催を主体に、Webでの一部Live配信を追加した開催方式といたします。 

本セミナーにおいても、ご希望に応じて、WebでのLive配信を併用いただけます。 
 
②-1 イブニングセミナー（現地・Web併用） 

日程 ランク／席数（100％時） 共催金額(税別) セッション枠 

2月17日（木） 

Aランク／1,000席 \1,800,000 1枠 

Bランク／500～700席 \1,600,000 3枠 

Cランク／300～499席 \1,500,000 3枠 

Dランク／100～299席 \1,300,000 3枠 

2月18日（金） 

Aランク／1,000席 \1,800,000 1枠 

Bランク／500～700席 \1,600,000 3枠 

Cランク／300～499席 \1,500,000 3枠 

Dランク／100～299席 \1,300,000 3枠 

※ プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー数は変更する場合がございます。 

※ 席数は感染症拡大の状況等により変更となる場合がございます。 
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※ セッション時間は 50 分の予定です。 

※ JSMO2022では、現地開催を主体に、Webでの一部Live配信を追加した開催方式といたします。本セミナー

においても、ご希望に応じて、WebでのLive配信を併用いただけます。 

 

②-2 イブニングセミナー（Web配信のみ） 

日程 共催金額(税別) セッション枠 

2月17日（木） 

または 

2月18日（金） 
\1,300,000 各日3枠 

※ セッション時間は50分の予定です。 時間帯は現地で開催するイブニングセミナー同様となります。 
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③モーニングセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー数は変更する場合がございます。 

※ 席数は感染症拡大の状況等により変更となる場合がございます。 

※ セッション時間は 50 分の予定です。 

※JSMO2022では、現地開催を主体に、Webでの一部Live配信を追加した開催方式といたします。 

本セミナーにおいても、ご希望に応じて、WebでのLive配信を併用いただけます。 

 

＜共催金に含まれるもの（基本仕様)＞ 

会場費（控室含む）、会場基本仕様（以下参照） 

◆会場基本仕様（現地開催分） 

項目 数量 項目 数量 

メインスクリーン 1 枚 手元ライト 座長・演者・進行 各 1 台 

液晶プロジェクター 1 台 マイク 
座長・演者・進行 各１本、 

質疑用マイク 

受付・弁当配布机 2～4 本 講師控室 1 室 

レーザーポインター 演者用 1 本 PC オペレーター 1 名（会場内） 

LIVE配信用機材 一式 （内容は会場によって異なる） 

            

 

＜共催金に含まれないもの＞ 

・ 参加者配布用弁当代 （モーニングセミナーは軽食、スポンサードセミナーは対象外） 

・ 司会および演者にかかる諸経費（宿泊交通費・謝礼等） 

・ ビデオ・通訳機器等オプション機材費 

・ 運営人件費（アナウンス、進行係、照明係、資料・弁当配布係等） 

・ 司会・演者用飲食 等 

・ 制作物（看板、チラシ・案内状作成・印刷費）等 

 
3. 開催方式について 

JSMO2022では、現地開催を主体に、Webでの一部Live配信を追加した開催方式といたします。 

現地参加、Web、双方の良さを最大限に活かして、国内外からの多数の参加を期待しております。 

感染の状況により、セミナーの様式に変更が生じた場合は共催費などにつきましてご相談させていただく

場合がございます。予めご了承ください。 

 

4. 運営 

・ 進行・弁当の配布等、運営は貴社のご担当となります。 

・ 時間の都合上、セミナー会場の席レイアウト変更はできません。 

 

日程 ランク／席数（100％時） 共催金額(税別) セッション枠 

2月18日（金） 

Aランク／1,000席 \1,800,000 1枠 

Bランク／500～700席 \1,600,000 3枠 

Cランク／300～499席 \1,500,000 3枠 

Dランク／100～299席 \1,300,000 3枠 

2月19日（土） 

Bランク／500～700席 \1,600,000 5枠 

Cランク／300～499席 \1,500,000 4枠 

Dランク／100～299席 \1,300,000 3枠 
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5. 会場、司会・演者の決定 

日程の割当などは申し込み締め切り後、講演内容、演者の予定等を考慮し、主催者にて決定いたします 

のでご一任願います。 

各社からご提案いただいた案を主催者にて検討し、最終決定いたします。重複等の場合、再調整いただく

ことがありますので、司会・演者への内諾取得は正式決定までお控えください。 

 

6. 案内状チラシ 

総合受付付近にデスクを設置しますので、配布を希望される場合は、後日ご案内いたします送付方法にて、

事前に会場へお送りください。なお、サイズはA4 として配布部数・カラーは自由とします。 

原稿ができあがりましたら、スポンサー事務局にて確認いたしますので、印刷する前にメールにてお送りく

ださい。 

 

7. 申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

※セミナー実施上の具体的な詳細のご案内・各種お申し込み（オプション機材、通訳者、飲食など）につい

ては、お申込みいただいた各社へスポンサー事務局より2021年12月頃にご案内いたします。 

 

8. お申込期限・お支払い 

お申込期限 ： 2021年 7 月 16 日（金） 

※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。請求書発行日より1ヶ月以内に共催費を

お振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 

9. 申込の取消 

・ 申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた事項以外取消はできませんので、 ご了承ください。 

・ 不可抗力またはやむを得ない事情により、会期・開催時間・開催形式などを変更、または中止する場合

があります。  

・ 中止の場合、共催費は返金いたしますが、それまでに要した学術集会側の費用は、申込金額に応じて

各共催社にて分担していただきます。なお、各共催社側でそれまでに要した費用は、各共催社のご負担

となりますのでご了承ください。 

 

10. 透明性ガイドラインに基づく学会共催セミナー費用の開示について 

本学会は、日本製薬工業協会が示す「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」および、日本

医療機器産業連合会が示す「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、「加

盟企業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「学会名」「共催セミナー名」の通りに加盟企業のウェブサイト上に公開することに同意します。 
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Ⅲ 企業展示募集要項  

 

1. 募集小間数  150小間（予定） 

 

2．設置会場  国立京都国際会館 1F イベントホール、ニューホール（予定） 

 

3．小間タイプ・出展料 

小間タイプ 小間仕様 出展料（税別） 

基礎小間 

・小間サイズ：W1,800×D900×H2,400mm 

・バックパネル：W1,800×H2,400mm 

・社名板：W900×H200mm（白ベース、墨ゴシック体） 

・展示台：W1,800×D900×H700mm（白布付き） 

・蛍光灯：40W×1灯 

300,000円／1小間 

※1小間を単位として小間数に 

制限はございません。 

スペース小間 

・小間サイズ：W1,800×D900mm 

※スペースのみの提供となります。 

※床面に墨だしを実施の上、お引渡しいたします。 

250,000円／1小間 

※4小間以上のお申込みをお願い

いたします。 

 

＜基礎小間イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

・ 展示期間中及び設営・撤去時のスペース使用料 

 

＜出展料に含まれないもの＞ 

  社名板へのロゴ掲載、コンセント等の電気設備、電気工事、電気料金、レンタル備品、清掃、ゴミ処理等 

※上記をご希望の場合は、別途料金となります。詳細は、後日、スポンサー事務局よりご案内する「出展者 

マニュアル」をご確認ください。 

◆電力について 

電力（100Ｖ）ご使用の場合、一次電気工事費（ブースまでの配線）費、二次配線工事（ブース内配線・  

コンセント設置など）費は出展者の負担になります。 

一次電気工事費、二次配線工事費は後日、出展社マニュアルにてご案内いたします。 

※コンセント設置ご希望の場合は、別途お申込みが必要です。（有料） 

※200Ｖ（三相・単相）をご使用の場合は、別途仮設となりますのでご了承ください。 

◆飲食提供について 

展示会場は外部からのお持込み禁止となっております。 

ご希望の出展社様はスポンサー事務局へお問い合わせください。 

 

バックパネル 

蛍光灯 40W×1灯 

社名板 W900×H200mm 1,800 

2,
40

0
 

展示台 W1,800×D900×H700mm（白布付き） 
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4．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 

5.お申込み、お支払い期限 

  お申込み期限 ： 2021年10月15日（金） 

  ※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。請

求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に出展料を

お振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

  ※申込期限前に募集小間数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 

6．取り消し・保留 

・出展内容が本展示会の趣旨に合わない場合、主催者はその申し込みを受け付けかねることがあります。 

・お申込み後の取消しは、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出展取消しを 

ご希望の場合は、スポンサー事務局までご連絡ください。 

・出展を取消された場合、下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます。 

■2021年11月15日（月）まで  … 出展料の20％ 

■2021年12月20日（月）まで  … 出展料の50％ 

■2021年12月21日（火）以降 … 出展料全額 

 

7. 変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本展示会の開催日時および開催形式の変更､または

開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合は、出展料は返金いたしますが､出展者側でそれまでに

要した費用は各社の負担となります｡予めご了承ください。 

 

8. 小間の割り当て 

申込締切後の調整となります。ご了承ください。 

小間位置の決定は出展物の種類､小間数等を考慮し､主催者が決定いたします｡ 

出展者はこの決定に対する申し立てはできません｡ 

出展者が主催者の許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません｡ 

 

9. 出展物の管理 

出展物の管理は各出展者が責任を負うものとし、盗難、紛失、損傷については、主催者は補償を含めた一

切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入する等の措置を取ってください。 

また、出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとし、主催者

はこれに対し一切の責任を負いません。 

 

10．搬入・搬出 

搬入 ： 2022年2月16日（水） 時間未定 

搬出 ： 2022年2月19日（土） 展示時間終了後（予定） 

※詳細につきましては、後日送付の「出展社マニュアル」にてお知らせいたします。 

 

11．薬機法未承認品の展示  

薬機法未承認品の出展をご希望される場合は、スポンサー事務局までご連絡ください。 
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Ⅳ 書籍展示募集要項  

 

1．募集数  最大10社、100本（予定） 
 

2．設置会場  国立京都国際会館、ザ・プリンス 京都宝ヶ池（予定） 
 

3．出展料  10,000円（税別）／机1本  ＊机サイズ：W1,800×D900 

※社名板、コンセント等の電気設備、電気工事、電気料金、レンタル備品、清掃、ゴミ

処理等は出展料に含まれておりません。 

上記をご希望の場合は、別途料金となります。詳細は、後日、スポンサー事務局より

ご案内する「出展社マニュアル」をご確認ください。 
 
4．申込方法  下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込み

をお願いいたします。 

      学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 
 
5.お申込み、お支払い期限 

  お申込み期限 ： 2021年10月15日（金） 

  ※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。請

求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に出展料を

お振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

  ※申込期限前に募集小間数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 
 
6．取り消し・保留 

・出展内容が本展示会の趣旨に合わない場合、主催者はその申し込みを受け付けかねることがあります。 

・お申込み後の取消しは、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出展取消しを 

ご希望の場合は、スポンサー事務局までご連絡ください。 

・出展を取消された場合、下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます。 

■2021年11月15日（月）まで  … 出展料の20％ 

■2021年12月20日（月）まで  … 出展料の50％ 

■2021年12月21日（火）以降 … 出展料全額 
 

7. 変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本展示会の開催日時および開催形式の変更､または

開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合は、出展料は返金いたしますが､出展者側でそれまでに

要した費用は各社の負担となります｡予めご了承ください。 
 
8. 小間の割り当て 

申込締切後の調整となります。ご了承ください。出展場所の決定は出展物の種類､机の本数等を考慮し､ 

主催者が決定いたします｡ 

出展者はこの決定に対する申し立てはできません｡ 
 
9. 出展物の管理 

出展物の管理は各出展者が責任を負うものとし、盗難、紛失、損傷については、主催者は補償を含めた一

切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入する等の措置を取ってください。 

また、出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとし、主催者

はこれに対し一切の責任を負いません。 
 
10．搬入・搬出 

搬入 ： 2022年2月16日（水） 時間未定 

搬出 ： 2022年2月19日（土） 展示時間終了後（予定） 

※詳細につきましては、後日送付の「出展社マニュアル」にてお知らせいたします。  
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Ⅴ ポケットプログラム広告募集要項  

 

1．募集媒体 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 ポケットプログラム A5判／148mm×210mm 

 

2．配布対象 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 参加者、協賛企業 等 

 

3．広告掲載料・募集枠数  

募集項目 募集枠数 掲載料（税別） 

表4（裏表紙） カラー、1ページ 1枠 300,000円 

表2（表紙の裏） カラー、1ページ 1枠 250,000円 

表3（裏表紙の裏） カラー、1ページ 1枠 200,000円 

表3対向 カラー、1ページ 1枠 130,000円 

後付（記事中） カラー、1ページ 5枠 120,000円 

後付（記事中） モノクロ、1ページ 5枠 100,000円 

後付（記事中） モノクロ、1/2ページ 10枠 80,000円 

 

4．予定掲載社数・広告掲載料総額（予定額） 

24社、計2,780,000円（税別） 

 

5．予定発行部数 

7,000部（予定）  

 

6．予定製作費 

4,200,000円（税別） 

 
7．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 
8．お申込み・お支払い期限 

お申込み期限 ： 2021年10月15日（金） 

※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。

請求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に広告

掲載料をお振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※申込期限前に募集枠数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 
9．原稿締切日 

原稿締切日 ： 2021年10月25日（月） 

※上記締切日までにスポンサー事務局まで広告原稿をご送付ください。 

 

10．広告原稿送付方法 

完全版下データを CD-R または紙焼きにて、データは A5 版タテ型（1/2 頁の場合はA6 版横長）とし、
EPS データ（Illustrator、PhotoShopも可）でスポンサー事務局までお送りください。 

なお、フォント崩れを防ぐため、文字は必ずアウトライン化をお願いいたします。 

※ポケットプログラム集への広告掲載の場合は、広告掲載見本を1冊進呈いたします。  
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Ⅵ ホームページ用バナー広告募集要項  

 

1．募集媒体および掲載箇所 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 ホームページ（https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/） 

掲載箇所：グローバルメニュー下 

※掲載箇所についての決定は、会長にご一任ください。 

 

2．掲載期間 

掲載バナー受領かつ入金確認後より2022年12月末（予定） 

 

3．広告料金 

500,000円（税別） 

 

4．募集枠数 

3枠 

 

5．予定製作費 

2,000,000円（税別） 

 

6．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 

7．お申込み・お支払い期限 

お申込み期限 ： 2021年12月20日（月） 

※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。

請求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に広告

掲載料をお振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※申込期限前に募集枠数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 

8．データ入稿形式について 

バナーデータ（PNG、JPEG、ai、psdのいずれか）とリンクを貼るURLをE-mailまたはCD-R、大容量ファイル

送信サービス等でスポンサー事務局までご送付ください。 

※ CD-Rの配送に際しては十分な保護処置をとり、宅配または郵送でご送付ください。 

※ バナーサイズなど詳細はお申込みいただいた企業へスポンサー事務局よりご連絡いたします。 
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Ⅶ 抄録アプリ用バナー広告募集要項  

 

1．掲載媒体および掲載箇所 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 抄録用アプリのトップページへ掲載 （対応OS：iOS、Android） 

 

2．掲載期間 

掲載バナー受領かつ入金確認後より掲載開始 

※ユーザーがアプリをダウンロード後は、ユーザーの端末から本アプリが削除されるまでバナーは残ります。 

 

3．広告料金 

500,000円（税別） 

※バナー作成費は貴社にてご負担ください。（別途費用による作成のご相談も承ります） 

※掲載料については、1日単位での日割り計算はいたしません。 

 

4．募集枠数 

2枠 

 

5．予定製作費 

2,000,000円（税別） 

 

6．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 

7．お申込み・お支払い期限 

お申込み期限 ： 2021年10月15日（金） 

※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。

請求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に広告

掲載料をお振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※申込期限前に募集枠数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 

8．データ入稿締切日 

データ入稿締切日 ： 2021年10月25日（月） 

※上記締切日までにスポンサー事務局まで広告原稿をご送付ください。 

 

9．データ入稿形式について 
バナーデータ（PNG、JPEG、ai、psdのいずれか）とリンクを貼るURLをE-mailまたはCD-R、大容量ファイル

送信サービス等でスポンサー事務局までご送付ください。 

※ CD-Rの配送に際しては十分な保護処置をとり、宅配または郵送でご送付ください。 

※ バナーサイズなど詳細はお申込みいただいた企業へスポンサー事務局よりご連絡いたします。 
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Ⅷ その他広告募集要項  

 

1．募集媒体および広告掲載料、募集枠数 

 

No 広告募集媒体 広告掲載料（税抜） 募集枠数 

1 Wi-Fiコーナー自動表示広告 500,000円 2枠 

2 ネームストラップ広告 1,000,000円 
2枠 

（1枠あたり4,000本） 

3 デジタルサイネージへの映像広告 500,000円 2枠 

4 講演会場の幕間スライド 500,000円 3枠 

5 コングレスバッグへのロゴ掲載 1,000,000円 10枠 

6 企業ロゴ入りクリアファイル 500,000円 10枠 

7 視聴サイトプログラム紹介ページ広告 500,000円 2枠 

8 視聴サイトトップページバナー広告 500,000円 2枠 

9 地下鉄通路広告 
詳細はスポンサー事務局へお問合せください 

10 会場看板広告 

 
2．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 
「9.地下鉄通路広告」と「10.会場看板広告」へのお申し込みをご希望の場合は、別途スポンサー事務局
（sp-jsmo2022@c-linkage.co.jp）までご連絡ください。 

※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。

請求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に広告

掲載料をお振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※申込期限前に募集枠数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 

※お振込み先は「Ⅸ 各種申込について」（p.14）に記載しております。 

 

3．お申込み・お支払い期限 

お申込み期限 ： 2021年10月15日（金） 

※お申込みをいただいてから、主催者による承認の後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。

請求書の発送をもちまして、申込確認とさせていただきます。なお、請求書発行日より1ヶ月以内に広告

掲載料をお振込みください。 

※消費税は、請求書発行時の税率が適用されます。 

※申込期限前に募集枠数に達した場合は、お申込み受付を締め切らせていただく場合がございますので、

ご了承ください。 
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Ⅸ 各種申込について  

 

1．申込方法 

下記学術集会ホームページの「企業の皆様へ」のページよりオンラインにてお申込みをお願いいたします。 

   学術集会ホームページURL ： https://www.c-linkage.co.jp/jsmo2022/ 

 

2．申込締切日一覧 

媒体名 申込締切 

共催セミナー 2021年7月16日（金） 

企業展示 2021年10月15日（金） 

書籍展示 2021年10月15日（金） 

ポケットプログラム広告 2021年10月15日（金） 

ホームページ用バナー広告 2021年12月20日（月） 

抄録アプリ用バナー広告 2021年10月15日（金） 

Wi-Fiコーナー自動表示広告 2021年10月15日（金） 

ネームストラップ広告 2021年10月15日（金） 

デジタルサイネージへの映像広告 2021年10月15日（金） 

講演会場の幕間スライド 2021年10月15日（金） 

コングレスバッグへのロゴ掲載 2021年10月15日（金） 

企業ロゴ入りクリアファイル 2021年10月15日（金） 

視聴サイトプログラム紹介ページ広告 2021年10月15日（金） 

視聴サイトトップページバナー広告 2021年10月15日（金） 

地下鉄通路広告 2021年10月15日（金） 

会場看板広告 2021年10月15日（金） 

 

3．お振込み先 

正式申込受理後、ご請求書を発行させていただきますので、下記の口座へお振込みください。 

なお、手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

銀 行 名 ： みずほ銀行 

支 店 名 ： 築地支店（015） 

口座番号 ： 4133704 

口座名義 ： 第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 会長 大江 裕一郎 
ダイ19カイニホンリンシヨウシユヨウガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ オオエ ユウイチロウ 

 

4．お問合せ先 

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 スポンサー事務局 

株式会社コンベンションリンケージ 

〒102-0075 東京都千代田区三番町2 

TEL: 03-3263-8688 / FAX: 03-3263-8693 

Mail: sp-jsmo2022@c-linkage.co.jp 

 


