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開催概要

� 開催日時 2015年6月19日（金）

開場 10：30

展示会 10：30～16：40

シンポジウム 13：00～17：20

交流会 17：30～18：30

� 会場 ・シンポジウム・展示会／時事通信ホール（東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル2F）

・交流会／Lounge Hibiya（時事通信ビル13F）

� テーマ 国内におけるコホート研究、バイオバンク事業の現状と将来展望について

� 主催 株式会社シード・プランニング

� 参加予定 自治体・行政関係者、大学・研究機関、製薬企業、ITベンダー、

個別化医療の実現を目指すコホート研究
：その成果と展望

� 参加予定 自治体・行政関係者、大学・研究機関、製薬企業、ITベンダー、

医療・解析機器メーカー ほか約300名

� 参加費 ＜シンポジウム・展示会＞ 無料

＜交流会＞ お一人様 4,000円（税込）
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展⽰・広告メニュー概要
メニューメニューメニューメニュー サイズ・数量サイズ・数量サイズ・数量サイズ・数量 内容内容内容内容 枠数枠数枠数枠数 費用費用費用費用

1 展示展示展示展示

（専用ブース設置）（専用ブース設置）（専用ブース設置）（専用ブース設置）

P.5参照

•企業・団体によるデータ解析サービ

ス等に関する展示

8枠

120,000円

（税別）

2 カタログ・パンフレットカタログ・パンフレットカタログ・パンフレットカタログ・パンフレット

配布配布配布配布

サイズ、アイテム数

等 応相談

→P.6参照

•企業・団体によるデータ解析サービ

ス等に関するカタログの配布

•当日資料として封入、全員に配布。

または専用配布スペースの設置

応相談

50,000円

（税別）

3 ノベルティ配布ノベルティ配布ノベルティ配布ノベルティ配布

1アイテム

→P.6参照

•企業名、製品名入りグッズ、サンプ

ル等の配布

•内容、形状により、当日資料に同梱

も可

応相談

50,000円

（税別）
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抄録（講演プログラム）抄録（講演プログラム）抄録（講演プログラム）抄録（講演プログラム）

広告広告広告広告

→詳細はP.7～12

4C×1ページ

•企業・団体によるデータ解析サービ

ス等に関する広告

応相談

100,000円

（税別）

4C

×1/2ページ

50,000円

（税別）

4C

メモページ下段

30,000円

（税別）

5 WebWebWebWebサイトバナー広告サイトバナー広告サイトバナー広告サイトバナー広告 P. 13～14参照

•シンポジウム紹介ページトップにバ

ナーを掲載し、貴社サイトへリンク

5枠

60,000円

（税別）

6 ネームカードホルダーネームカードホルダーネームカードホルダーネームカードホルダー

ストラップ広告ストラップ広告ストラップ広告ストラップ広告

300本（参加者全

員）

•参加者ネームカードホルダーのスト

ラップ部分に貴社名、ロゴ等を印刷

1枠

275,000円

（税別）※

※それぞれ、製作費、設置費等を含みます
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ストラップ広告ストラップ広告ストラップ広告ストラップ広告

員）

→P.15参照

ラップ部分に貴社名、ロゴ等を印刷

1枠

（税別）※

7 コーヒーブレイクコーヒーブレイクコーヒーブレイクコーヒーブレイク

スポンサースポンサースポンサースポンサー

コーヒーポットサー

ビス200杯分

ペットボトル200本

•コーヒーポット、ペットボトル飲料等の

設置

•当日、コーナー看板およびWebサイ

ト等にスポンサーの旨掲載

1枠

100,000円

（税別）※

8
【【【【セットメニューセットメニューセットメニューセットメニュー】】】】

WiWiWiWi----FiFiFiFiサービスサービスサービスサービス

スポンサースポンサースポンサースポンサー

P. 16参照

•会場に設置するWi-Fiスポットのパス

ワード決定権

•パスワード認証画面に企業ロゴ、製

品サイトURLリンク等を表示

•当日、参加者全員にアナウンス

★メニュー1～5のうち、ご希望のもの

（2つまで）を無料オプションとします

1枠

500,000円

（税別）※

割引対象外
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セットでお申し込みの場合、割引料金となります。 詳しくはお問い合わせください。

■例①： 1（展示）＋4（抄録広告、1ページ）＋5（バナー広告）

280,000円 ⇒ 240,000円（消費税別）

■例②； 4（抄録広告、1ページ）＋5（バナー広告）

160,000円 ⇒ 140,000円（消費税別）

近未来医療フォーラム会員企業様は、30％OFFでご提供いたします。詳細はお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社シード・プランニング

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番11号 湯島ファーストビル4階

TEL:03-3835-9211 FAX:03-3835-0495

E-mail: cohort@seedplanning.co.jp

担当：髙橋直子

★セット料金（8以外）および「近未来医療フォーラム」会員割引について



展⽰会場レイアウト案

：展示ブース
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※ホワイエが展示会場となります。

※ご参加の企業数により、ギャラリーを第2会場として開放いたします（応相談）

※企業数と展示・広告内容により、ブース、配布スペース等の位置を調整させていただく場合がございます。
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会場イメージ

ギャラリー～ホワイエ
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ホワイエ
ホール

2014年シンポジウムの様子



展⽰会ブース 詳細

１コーナー構成

■ご提供アイテム：

・長机1本

・展示パネル １枚（下図参照）

・ワイヤーフック 個数応相談

■長机サイズ

幅150ｃｍ×奥行き45ｃｍ×高さ70ｃｍ

180180ｃｍｃｍ

170170ｃｍｃｍ

（展示面高さ（展示面高さ218cm218cm））

7070ｃｍｃｍ
貴社名貴社名

120120ｃｍまたはｃｍまたは

105cm105cm

＜展示パネル詳細＞

●電気容量は１コーナー：1500W。規定以上の電気容量が必要な場合は、別途ご相談

ください。

●光回線によるインターネット接続が可能です。詳細はご相談ください。

● 梱包材等はコーナー下あるいはバックフロア（資材保管スペース）にて保管してください。

● 撤去時のゴミ、残材は各自でお持ち帰りください。

● 展示に伴う行為で万一事故が発生した場合、各出展企業様において責任を負って

いただきます。

※※※※出展費出展費出展費出展費 １ブース１ブース１ブース１ブース 120,000円（税別円（税別円（税別円（税別））））

（他の広告メニューとのセット価格についてはお問い合わせください）（他の広告メニューとのセット価格についてはお問い合わせください）（他の広告メニューとのセット価格についてはお問い合わせください）（他の広告メニューとのセット価格についてはお問い合わせください）

【出展申込期限】

2014年5月29日（金）
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当日配布するカタログ・パンフレット、ノベルティを募集いたします。

【広告仕様】

カタログ・パンフレットを、抄録等の当日資料とともに封入、全員に配布。専用配布スペースの設置も別

途可。

専用スペースでの企業名・製品名入りのグッズやサンプルの配布。内容や形状により（筆記具、メモ等）

当日資料への同梱も応相談。

【広告料金】

・カタログ・パンフレット配布 1口 50,000円（税別）

・ノベルティ配布 1アイテム 50,000円（税別）

【申込期限】

2015年6月1日（月）

【送付期限】

※当日資料に同梱する場合 2015年6月15日（月）必着

※会場で希望者に配布する場合 2015年6月18日（木） 必着 または当日搬入

カタログ・パンフレット配布／ノベルティ配布

詳細は改めてご案内いたします。

【配布に関する注意】

・そのまま配布できる状態（印刷済み、包装済み）でご送付ください。
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当日配布講演プログラムに掲載する広告を募集いたします。

【広告仕様】

125mm×180mm／４C

※次ページ以降の広告掲載イメージをご参照ください。

※掲載面は、講演資料の後ろのページとなります。

【広告料金】

・267mm×180mm／４C 100,000円（税別）

・125mm×180mm／４C 50,000円（税別）

・ 65mm×180mm／４C       30,000円（税別）

【広告申込期限】

2015年6月1日（月）

【入稿期限】

2015年6月8日（月）

抄録（講演プログラム）広告掲載

【入稿に関する注意】

・PDFのデータを入稿してください。

・色校正はありませんので、完全原稿での入稿をお願いいたします。

・広告がシンポジウムのテーマに相応しくないと判断された場合、広告内容の変更をお願いする場合が

ございます。予めご了承ください。

・広告データには、トンボをつけずに入稿してください。
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お客さまへお客さまへお客さまへお客さまへ

このたびの東日本大震災で被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

私たち○○は、当社製品の安定稼動を心がけるとともに、被災地で当社製品をお使いのお客様とその患者の皆様のた

めに精一杯の努力をいたします。お一人でも多くの方のいのちが救われ、一刻も早い被災地の復興を心より願い、力に

なりたいと考えております。

ひとり一人の健康のつくり方と未来を応援します

○○医療器械株式会社

抄録 掲載イメージ(1)

本文 24

○○○が提供する地域医療連携ネットワークなら、

圏域外の医療機関も含め、多くの医療機関の参加

により、診療情報や患者情報などのスムーズな共有

が可能です。地域の実情に合わせた地域連携型医

療サービスを実現するご提案をします。

○○○株式会社

このたびの東日本大震災で被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

一刻も早い被災地の復興を心より願い、力になりたいと考えております。
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私たちは各種装置・システムの保守

メンテナンスからＩＴソリューションや環

境ソリューション、新規開業の支援な

ひとり一人の

健康のつくり方と

未来を応援します

ひとり一人の

健康のつくり方と

未来を応援します

抄録 掲載イメージ(2)

この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げますとともに、被災地が一日も早く復興するこ

とをお祈り申し上げます。

当社におきましては、地震が発生した当日に地震対策統括本部を設け、被災地で当社装置をご使用いただいているお客さまの状況

確認ならびに装置の復旧に全力を挙げて取り組んでおります。地震災害による当社装置の保守・サービスなどについてご要望がござ

いましたら、下記へご連絡くださいますようお願い申し上げます。

○○メディカル株式会社

境ソリューション、新規開業の支援な

ど、各種ソリューションの提供を通じ、

常にお客様のお役に立つ総合サービ

スを拡大しています。

医療に携わる一人・ひとりのお客様の

課題をお客様と一緒になって解決し

ていく強力なパートナーでありたいと考

えています。
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180mm

125ｍｍ

広告（４C）

PDFで入稿

抄録 掲載イメージ(3)

180mm

125ｍｍ

広告（４C）

PDFで入稿
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180mm

267ｍｍ

広告（４C）

PDFで入稿

抄録 掲載イメージ(4)
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MEMO
抄録 掲載イメージ(5)

12

豊かな社会の実現を豊かな社会の実現を豊かな社会の実現を豊かな社会の実現を

目指して目指して目指して目指して。。。。

未来創造情報機器株式会社

［取り扱い品目］

180mm
遠隔画像診断装置／医療情報システム全般

http://www.XXXXXXX.com

180mm

65mm



ＷＥＢサイトに掲載するバナー広告を募集いたします。

【広告仕様】

シンポジウムＷＥＢサイト トップページ 5枠

掲載期間：2015年5月15日（金）～2015年7月15日（水）

縦80ピクセル×横80ピクセル、GIF形式

データ容量：８ＫＢ以下（アニメーション不可）

文字数 15文字×2行＝30文字以内

データ容量：８ＫＢ以下（アニメーション不可）

【広告料金】

・２カ月間掲載 60,000円（税別）

【広告申込期限】 ※応相談

2015年5月8日（金）

【入稿締め切り】

2014年5月11日（月）

Webサイト広告掲載 詳細

2014年5月11日（月）

【入稿に関する注意】

・バナーデータをお送りください。その際、リンク先をお知らせくださいますようお願いいたします。

・広告表現として誤解を与えるようなものは、修正を依頼する場合がございます。予めご了承ください。
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Webサイト掲載イメージ

PR

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ
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あいうえおかきくけこさしすせそ

あいうえおかきくけこさしすせそ



シンポジウム参加者が着用するネームホルダーストラップに印刷する広告（企業名、製品名、

ロゴ等）を募集いたします。

ネームカードホルダーストラップ広告 詳細

デザインイメージ

■ストラップ仕様：

・素材：ポリエステル（平織または袋織）

・幅：15mm

・長さ：45cm（調節可能）

・安全パーツ、長さ調節パーツ付属

・紐の色は下表より1色を選択

・文字・ロゴの印刷に使用する色は、6色まで

指定可能

・シルクスクリーン印刷

・先端パーツ：レバーナスカン

■カードホルダー仕様

縦66mm×横94mm（内寸）

（名刺サイズ）

®やTMなども印刷可 レバーナスカン

【広告仕様】 （デザインについては上記イメージをご参照ください）

製作本数：300本

企業・団体名、製品名、ロゴデザイン等はご用意ください。

デザイン詳細については応相談。事前に試作品をお送りいたします。

【広告料金（製作費含む）】

300本 275,000円（税別）

【広告申込期限】

2015年5月22日（金）

【入稿締め切り】

2015年5月29日（金）

【入稿に関する注意】

広告表現として誤解を与えるようなものは、修正を依頼する場合がございます。予めご了承ください。

＜ストラップカラー＞
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シンポジウム当日に設置するWi-Fiスポットのスポンサーを募集いたします。

【広告仕様】

＜Wi-Fiスポットの提供＞

Wi-Fiパスワードをご希望の文字列に設定いたします。

ID、パスワード入力画面にご希望のロゴ等、認証完了画面に、貴社Webサイト等へのリンクを表示いたします。

パスワードは、シンポジウム当日、参加者全員にアナウンスいたします。

＜オプションメニュー＞（下記より2つまでお選びください）

1. 展示（専用ブースの設置） ⇒P.5参照

2. カタログ・パンフレット配布 ⇒P.6参照

3. ノベルティ配布 ⇒P.6参照

4. 抄録（講演プログラム）広告掲載 ⇒P.7～12参照

5. Webサイトバナー広告掲載 ⇒P.13～14参照

＜Web認証の流れ＞

【セットメニュー】
Wi-Fiサービススポンサー（オプション付）

認証画面イメージ

【広告料金（設置費一部含む）】

500,000円（税別）

【広告申込期限】

2015年5月19日（火）

【ロゴ等画像 入稿締め切り】

2015年5月29日（金）

認証画面イメージ
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ご希望のWebページへのリンクを設定

貴

社

ロ

ゴ

等

を

表

示

ご希望の文字列を設定

【入稿に関する注意】

・バナーデータとリンク先をお知らせください。

・広告表現として誤解を与えるようなものは、修正を依頼する

場合がございます。予めご了承ください。


