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会長挨拶 
謹啓 
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、貴社には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
この度、第 35 回日本肘関節学会学術集会を山形にて開催させて頂くことを、大変光栄に存じます。このような機

会を与えて下さいました日本肘関節学会の皆様に心より感謝申し上げます。山形駅西口から徒歩数分の山形テルサ
と県民ホールで開催することに致しました。Live-Web で如何なる状況においても、ご参加された皆様にご満足頂けま
すよう準備することを決意しました。 
 
第 35 回学術集会のテーマは「We Love Elbow 世界に発信」としました。ライブとオンデマンドで皆様に「We 

Love Elbow」をお届けすることが目標です。整形外科研修医や専門医のために肘関節外科の各分野の教育研修
講演（Web-Lectures over Elbow Surgery）を多数ご用意しますので、ご聴講された皆様は間違いなく「We 
Love Elbow」になります。教科書を開くよりも教育研修講演ビデオのオンデマンド聴講はお薦めです。ぜひ、肘に興味
のある先生のみならず疎遠な若い先生にもお知らせいただけましたら幸いです。また、シンポジウム・パネル・主題を各分
野に設けますので、肘関節外科医の真髄をご披露ください。 
 
日本には 35 年の伝統を誇る肘だけの本学会がありますが、海外には Elbow 単独の学会や Journal はなく、

Elbow は脇役です。そこで、肘が大好きな世界中の Elbow Surgeon に日本肘関節学会学術集会を発信しようと
思います。 
 
泉整形外科病院と山形大学整形外科上肢班とでチームエルボーを結成し、山形大学整形外科の高木理彰教授

と同門会のご協力・ご支援を賜り、学術集会を鋭意準備しまして、皆様をお迎えいたします。 
「We Love Elbow and Yamagata」 

 
本学術集会を遂行するにあたりましては経費削減に努めて参りますが、昨今の経済情勢を考えますと大変厳しい状

況にあります。誠に恐縮ではございますが、各種協賛の申込みに対し、是非とも貴社のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。 
本来ならば参上し拝眉の上お願いすべきことではございますが、本書面を借りましてご高配とご支援の程、衷心より 

お願い申し上げます。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 

2022年 5月吉日 

第 35回日本肘関節学会学術集会 

会長 高原 政利 

（泉整形外科病院 院長） 
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（1）名 称 第 35回日本肘関節学会学術集会 
 
（2）会 長 高原 政利（泉整形外科病院 院長） 
 
（3）開 催 形 式 ハイブリッド開催（現地開催＋ライブ配信、オンデマンド配信） 
 
（4）会 期 現地開催＋ライブ配信︓2023年 2月 3日（金）～4日（土） 
  オンデマンド配信︓2023年 2月 10日（金）～3月 10日（金） 
 
（5）会 場 やまぎん県民ホール 
  〒990-0828 山形県山形市双葉町 1-2-38 
  山形テルサ 
  〒990-0828 山形県山形市双葉町 1-2-3 
 
  上記 2施設およびWeb配信 
 
   （2022年 2月現在、ハイブリッド開催予定 
   新型コロナウイルス感染拡大の状況により完全Web開催の可能性あり） 
 
（6）テ ー マ We Love Elbow 世界に発信 
 
（7）参加予定者  約 800名 
 
（8）プログラム（予定） 特別講演、海外招待講演、特別企画、シンポジウム、パネルディスカッション 
  主題セッション、一般演題、共催セミナー他 
 
（9）U R L https://www.elbow2023.jp/（日本語ページ） 
  https://www.elbow2023.jp/en/（英語ページ） 
  ※日本語ページ・英語ページ 対応 
 
（10）事務局（主催） 山形大学医学部 整形外科学講座 
 〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2 
 
（11）本学術集会に関するお問い合わせ先 

  

1．開催概要 

第 35回日本肘関節学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 
【担当】 高橋・須藤 
〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6F 
TEL︓022-722-1311  FAX︓022-722-1178 
E-mail︓35elbow@elbow2023.com 
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【収入の部】 

（1）参加費収入    12,450,000円 

（2）教育研修単位収入   1,000,000円 

（3）広告収入    1,650,000円 

（4）展示収入    2,915,000円 

（5）共催セミナー収入   10,940,000円 

（6）寄附金収入    1,000,000円 

（7）助成金収入    900,000円 

（8）合計     30,855,000円 

【支出の部】 

（1）事務局業務費支出   4,950,000円 

（2）オンライン参加登録関係費支出  1,980,000円 

（3）印刷・制作費支出   3,700,000円 

（4）通信費支出    880,000円 

（5）会場関係費支出    3,300,000円 

（6）機材・Web開催関係支出  9,000,000円 

（7）会議人件費    3,300,000円 

（8）会議費・謝金・交通費支出  3,300,000円 

（9）予備費     445,000円  

（10）合計     30,855,000円 
  

2．収支予算 
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1．概要について 
（1）開催日程 2023年 2月 3日（金）～4日（土） 
（2）会 場 やまぎん県民ホール／山形テルサおよびWeb配信 ※ハイブリッド開催 
 
2．セミナー開催について 
（1）プログラム編成 
共催セミナーのテーマ、座長、演者につきましては、貴社と事務局の調整の上、決定いたします。開催枠決定ま
で、打診はお控えください。 

 
（2）会場の決定 
会場につきましては、プログラム編成等を考慮の上、決定いたします。また、会場席数につきましては、変更となる
場合がございますのであらかじめご了承ください。※完全Web開催の場合、会場は使用いたしません。 

 
（3）共催名称 

【共催】 第 35回日本肘関節学会学術集会 
貴社 

 
3．共催費について 
（1）共催セミナー共催費  

セミナー名 開催日 参加人数 開催 
時間 

募集 
枠数 

共催費 
（税込） 

ランチョンセミナー 
2月 3日（金） 

または 
2月 4日（土） 

200～500名 60分 6枠 1,200,000円 

モーニングセミナー 2月 4日（土） 200～500名 60分 2枠 1,100,000円 

※消費税は学術集会当日の税率を適用いたします。 
※会場の仕様はシアター形式予定となります。 
※参加人数は現地参加＋Web参加の予定人数となります。 

 
（2）共催費に含まれる項目 
共催費には以下の費用が含まれます。 
【現地（ハイブリッド）】 
①会場費 
②会場付帯設備費（机、椅子、ステージ、音響、照明等） 
③会場付帯機材費（プロジェクター、スクリーン、PC等） 
④各種文具 
⑤参加証 1枚（2社共催の場合は代表企業様へお渡し） 

 

3．共催セミナーのご案内 
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【Web（ハイブリッド）】 
①オンラインでの共催セミナー(ライブ発表)に関わるWeb会議システム及びその運営に関わる人件費 
②参加 ID1 アカウント（2社共催の場合は代表企業様へお渡し） 

 
（3）共催費に含まれない項目 
セッション開催に必要とされる以下費用につきましては共催企業様にてご負担をお願いいたします。 
【現地（ハイブリッド）】 
①座長および演者への謝金 
②座長および演者への交通費、宿泊費 
③会場設置済みの機材以外に別途ご用意する機材（録音機材、同時通訳機材等） 
④会場設営変更費 
⑤控室使用料および控室での飲食費、機材費（プロジェクター、スクリーン、PC等） 
⑥参加者への飲食費 
⑦運営費用（進行スタッフ、アナウンススタッフ、誘導スタッフ等） 
⑧ポスター、チラシ等印刷製作物 
⑨看板（会場前看板、控室前看板等） 
※会場前看板は必須項目になります。なお、看板デザインは各社統一デザインとさせていただきます。 

【Web（ハイブリッド）】 
①座長および演者の進行・発表に関わる現地でのフォロー、及び発表用 PC・インターネット環境等の設備費 

 
①以外の手配物は、共催セミナー事務局にて手配代行いたします。手配につきましては、会期 1 ヶ月前にお
送りするアンケートにてお申込みください。なお、発注いただいた手配物につきましては 15%の手配管理手数
料をご負担いただきますのであらかじめご了承ください。 

 
4．お申込みについて 
（1）お申込み方法・お申込み期間 
オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、学術集会ホームページより必要事項を入力の
上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを共催セミナー事務局よりお送りさせていただ
きます。お申込み多数の場合、採用企業の決定につきましては事務局一任となりますのであらかじめご了承くだ
さい。なお、お申込み期間につきましては 2022年 3月 1日（火）～2022年 8月 31日（水）とさせて
いただきます。また、テーマ、座長、演者につきましてはお申込み時点の予定で構いませんので必ずご記入ください。 

 
（2）お支払い方法 
共催セミナー開催枠が決定後、共催セミナー事務局より共催費請求書をお送りいたしますので、期日までに以
下指定口座にお振込みください。なお、恐れ入りますが振込手数料は貴社にてご負担願います。また、アンケー
トでお申込みいただく開催当日のケータリング等の費用につきましては、会期終了後にご請求させていただきます。 
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■銀 行 名 ︓ 山形銀行 南山形支店（店番号︓108） 
■口 座 番 号  ︓ 普通 536423 
■口 座 名 義  ︓ 第 35回日本肘関節学会学術集会 会長 高原 政利 
■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） ︓ ダイサンジユウゴカイニホンヒジカンセツガツカイガクジユツシユウカイ 

カイチヨウ タカハラ マサトシ 
■振 込 最 終 期 限 ︓ 2023年 2月 2日（木）（お申込み日に応じ、別途請求書に記載） 

 
（3）キャンセル 
申込み締切後は、学術集会が不可抗力と判断できる事項以外のキャンセルは一切お受けできません。キャンセ
ルの場合は 100％キャンセル料が発生いたしますのであらかじめご了承ください。 

 
（4）透明性ガイドライン 
製薬・医療機器関係企業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、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬・医療機器関係企業が自
社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学術集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されること（開示形式例︓第○回○○学術集会○○セミナー︓○○円）に同意します。 

 
5．お問い合わせ 
共催セミナーに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

  

第 35回日本肘関節学会学術集会 共催セミナー事務局 
【担当】 小黒 
E-mail︓sp-35elbow@olly.co.jp 
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1．概要について 
（1）開催日程 2023年 2月 3日（金）～4日（土） 
（2）会 場 山形テルサ ※現地開催 
 
2．セミナー開催について 
（1）プログラム編成 
ハンズオンセミナーのテーマ、講師、インストラクターにつきましては、貴社と事務局の調整の上、決定いたします。 
開催枠決定まで、打診はお控えください。 

 
（2）会場の決定 
会場につきましては、プログラム編成等を考慮の上、決定いたします。 

 
（3）共催名称 

【共催】 第 35回日本肘関節学会学術集会 
貴社 

 
3．共催費について 
（1）ハンズオンセミナー共催費  

セミナー名 開催日 会場面積 開催 
時間 

募集 
枠数 

共催費 
（税込） 

ハンズオンセミナー 
2月 3日（金） 

または 
2月 4日（土） 

100㎡ 120分 2枠 770,000円 

※消費税は学術集会当日の税率を適用いたします。 
 
（2）共催費に含まれる項目 
共催費には以下の費用が含まれます。 
【現地】 
①会場費 
②会場付帯設備費（机、椅子、ステージ、音響、照明等） 
③参加証 1枚（2社共催の場合は代表企業様へお渡し） 

 
（3）共催費に含まれない項目 
セッション開催に必要とされる以下費用につきましては共催企業様にてご負担をお願いいたします。 
【現地】 
①講師およびインストラクターへの謝金 
②講師およびインストラクターへの交通費、宿泊費 
③機材費（プロジェクター、スクリーン、PC等） 
④会場設営変更費 

4．ハンズオンセミナーのご案内 
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⑤運営費用（進行スタッフ、アナウンススタッフ、誘導スタッフ等） 
⑥ポスター、チラシ等印刷製作物 
⑦看板（会場前看板、控室前看板等） 
※会場前看板は必須項目になります。なお、看板デザインは各社統一デザインとさせていただきます。 

 
①以外の手配物は、共催セミナー事務局にて手配代行いたします。手配につきましては、会期 1 ヶ月前にお
送りするアンケートにてお申込みください。なお、発注いただいた手配物につきましては 15%の手配管理手数
料をご負担いただきますのであらかじめご了承ください。 

 
4．お申込みについて 
（1）お申込み方法・お申込み期間 
オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、学術集会ホームページより必要事項を入力の
上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを共催セミナー事務局よりお送りさせていただ
きます。お申込み多数の場合、採用企業の決定につきましては事務局一任となりますのであらかじめご了承くだ
さい。なお、お申込み期間につきましては 2022年 3月 1日（火）～2022年 8月 31日（水）とさせて
いただきます。また、テーマ、講師、インストラクターにつきましてはお申込み時点の予定で構いませんので必ずご記
入ください。 

 
（2）お支払い方法 
ハンズオンセミナー開催枠が決定後、共催セミナー事務局より共催費請求書をお送りいたしますので、期日まで
に以下指定口座にお振込みください。なお、恐れ入りますが振込手数料は貴社にてご負担願います。また、アン
ケートでお申込みいただく開催当日の手配費用につきましては、会期終了後にご請求させていただきます。 

 
■銀 行 名 ︓ 山形銀行 南山形支店（店番号︓108） 
■口 座 番 号  ︓ 普通 536423 
■口 座 名 義  ︓ 第 35回日本肘関節学会学術集会 会長 高原 政利 
■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） ︓ ダイサンジユウゴカイニホンヒジカンセツガツカイガクジユツシユウカイ 

カイチヨウ タカハラ マサトシ 
■振 込 最 終 期 限 ︓ 2023年 2月 2日（木）（お申込み日に応じ、別途請求書に記載） 

 
（3）キャンセル 
申込み締切後は、学会が不可抗力と判断できる事項以外のキャンセルは一切お受けできません。キャンセルの
場合は 100％キャンセル料が発生いたしますのであらかじめご了承ください。 

 
（4）透明性ガイドライン 
製薬・医療機器関係企業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、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬・医療機器関係企業が自
社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学術集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されること（開示形式例︓第○回○○学術集会○○セミナー︓○○円）に同意します。 
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5．お問い合わせ 
ハンズオンセミナーに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

  

第 35回日本肘関節学会学術集会 共催セミナー事務局 
【担当】 小黒 
E-mail︓sp-35elbow@olly.co.jp 
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1．企業／書籍展示について 
（1）開催日程 2023年 2月 3日（金）～4日（土） 
 
（2）会 場 やまぎん県民ホール／山形テルサ ※現地開催 
 
（3）出展対象 医療機器、検査機器、医薬品、医療情報機器、書籍、他 
 
（4）募集概要 
■企業展示 

種類 単位 小間サイズ 場所 募集小間数 
出展料 
（税込） 

基礎小間 1小間 
W1,800mm×D900mm 

×H2,100mm やまぎん県民ホール 
山形テルサ 10小間 

275,000円 

スペース小間 1小間 W1,800mm×D900mm 242,000円 

※スペース小間にてお申込みの場合、床面に墨出しの上、お引き渡しいたします。（バックパネル、社名板、アー
ムスポット、展示テーブル等は設置されません） 

※消費税は学術集会当日の税率を適用いたします。 
 
■書籍展示 

種類 単位 小間サイズ 場所 募集小間数 
出展料 
（税込） 

書籍展示 1本 W1,800mm×D600mm 
やまぎん県民ホール 

山形テルサ 10本 16,500円 

※消費税は学術集会当日の税率を適用いたします。 
 
（5）展示小間割の決定 
展示事務局にて決定いたします。 

 
（6）出展物 
出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたものといたします。 

 
（7）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
ネの制度をご利用ください。詳細は、展示事務局にお問い合わせください。 

 
（8）出展者へのご案内 
開催の 1 ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理等についての詳細をご連絡いたします。什器・照明器具等の
リースにつきましてもこの時にあわせてご案内いたします。 

 
（9）出展物の販売禁止 

5．企業／書籍展示のご案内 
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会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。但し、当方の認めたものは限定的に許可
する場合がございます。 

 
（10）会場の管理 

会場および出展物の保全については、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、および小間内における人的被害の発生については責任を負いません。 

 
（11）会期・開催時間・開催場所の変更 

やむを得ない事情により会期・開催時間・開催場所を変更する場合がございます。この変更を理由として出展
申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。 

 
（12）完全Web開催への変更 

やむを得ない事情により完全Web開催へ変更する場合がございます。その場合はオンライン企業展示に変更さ
せていただきます。オンライン企業展示の概要は以下となります。 

 
【オンライン企業展示】 
（1）開催日程 2023年 2月 3日（金）～3月 10日（金） 

 
（2）掲載媒体 第 35回日本肘関節学会学術集会 

ホームページ（オンライン企業展示ページ） 
 
（3）出展料（税込） 現地開催と同額となります。 

 
（4）掲載内容  オンライン企業展示指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDFなどの 
  PR データを掲載 

 
（13）本学術集会への参加資格について 

出展者に対しては、第 35 回日本肘関節学会学術集会の講演会場および関連プログラムへの参加資格はご
ざいません。会議プログラムへの参加をご希望の方は、別途参加費をお支払いいただく必要がございます。但し、
展示会場内への入場制限はございません。 

 
2．企業／書籍展示設置概要について 
（1）搬入・設置（予定） 2023年 2月 2日（木）15:00～19:00 

（装飾についても上記時間内に行ってください） 
 
（2）展示時間（予定） 2023年 2月 3日（金） 8:30～18:00 
 2月 4日（土） 8:30～16:00 
 
（3）搬出・撤去（予定） 2023年 2月 4日（土）16:00～18:00 
 
（4）小間規格 
■基礎小間（パッケージブース）︓ 1小間＝間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm 
・バックパネル（木製システムパネル・グレー布クロス仕様） 
・社名板（角ゴシック・黒文字） 
※ロゴ指定の場合は別途料金がかかります。 
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・アームスポット︓1灯 
・展示テーブル（白布掛け）︓1台（W1,800mm×D600mm×H700mm） 
※但し、商品の上にかけるクロスはご持参ください。 

 
以上のものは展示事務局で設置いたします。上記以外の小間内装飾は、出展者が行ってください。 
 

■スペース小間（スペース渡し）︓ 1小間＝間口 1,800mm×奥行 900mm 
・床面に墨出しを実施の上、お引き渡しいたします。 
・装飾物、展示物の高さは 2.1mに制限します。2.1mを超える場合は、事前に展示事務局の承認が必要と
なります。また、スペース小間でお申込みの場合は、最低限の特別装飾を行ってください。 

 
 
 
 
 

■書籍展示︓1 テーブル＝長さ 1,800mm×奥行 600mm 
展示テーブル（白布掛け）をご用意いたします。なお、社名表示および延長コード等はご持参ください。 

 
（5）禁止事項 
装飾物、展示物の高さは 2.1m に制限します。また、水、プロパンガス、圧縮空気の使用および床面への直接
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。 

 
（6）電気 
出展者の希望により、有償で追加電気を小間まで供給いたします。コンセント等については後日ご案内いたします。 

 
3．お申込みについて 
（1）お申込み方法・お申込み期間 
オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、学術集会ホームページより必要事項を入力の
上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを展示事務局よりお送りさせていただきます。

基礎小間イメージ 

スペース小間イメージ 
1,800 

900 
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お申込み多数の場合、お申込み多数の場合、採用企業の決定につきましては事務局一任となりますのであらか
じめご了承ください。なお、お申込み期間につきましては 2022年 3月 1日（火）～2022年 10月 31日
（月）とさせていただきます。ただし、募集小間数に達した時点でお申込みを締め切らせていただきますのであら
かじめご了承ください。 

 
（2）お支払い方法 
お申込み締め切り後、展示事務局より出展料請求書をお送りいたしますので、期日までに以下指定口座にお
振込みください。 

 
■銀 行 名 ︓ 山形銀行 南山形支店（店番号︓108） 
■口 座 番 号  ︓ 普通 536423 
■口 座 名 義  ︓ 第 35回日本肘関節学会学術集会 会長 高原 政利 
■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） ︓ ダイサンジユウゴカイニホンヒジカンセツガツカイガクジユツシユウカイ 

カイチヨウ タカハラ マサトシ 
■振 込 最 終 期 限 ︓ 2023年 2月 2日（木）（お申込み日に応じ、別途請求書に記載） 

 
（3）キャンセル 
申込み締切後は、学術集会が不可抗力と判断できる事項以外のキャンセルは一切お受けできません。キャンセ
ルの場合は 100％キャンセル料が発生いたしますのであらかじめご了承ください。 

 
4．お問い合わせ 
企業／書籍展示に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

  

第 35回日本肘関節学会学術集会 展示事務局 
【担当】 小黒 
E-mail︓ex-35elbow@olly.co.jp 
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1．ホームページバナー広告・プログラム抄録集（PDF版）広告掲載について 
（1）掲載媒体 【ホームページバナー広告】 

第 35回日本肘関節学会学術集会 ホームページ（トップページ） 
URL︓https://www.elbow2023.jp/  
【プログラム抄録集（PDF版）】 
第 35回日本肘関節学会学術集会 プログラム抄録集 
（ダウンロードファイル形式） 

 
（2）配布対象 【ホームページバナー広告】 

学術集会ホームページ閲覧者  
【プログラム抄録集（PDF版）】 
学術集会参加者 

 
（3）発行部数・発行方法  【ホームページバナー広告】 

第 35回日本肘関節学会学術集会 ホームページ（トップページ）に 
申込企業バナー広告データを掲載、指定 URL へリンク  
【プログラム抄録集（PDF版）】 
第 35回日本肘関節学会学術集会 ホームページ 
（プログラム抄録集ページ）にダウンロードファイル形式にて掲載 
約 800 ダウンロード 
※冊子印刷なし 

 
（4）発行予定日   【ホームページバナー広告】 

お申込み後～2023年 2月末日  
【プログラム抄録集（PDF版）】 
2023年 1月上旬 

 
（5）制 作 費    【ホームページバナー広告】 

550,000円（税込）   
【プログラム抄録集（PDF版）】 
1,430,000円（税込） 

 
（6）募 集 数    16社（予定） 

  

6．ホームページバナー広告・プログラム抄録集（PDF版）広告のご案内 
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（7）募集要項  

広告掲載枠 
広告掲載料 
（税込） 募集数 

ホームページバナー広告（日本語ページ＋英語ページ） 

＋プログラム抄録集（PDF版）後付 モノクロ 1頁（A4 サイズ） 
187,000円 1社 

ホームページバナー広告（日本語ページ） 

＋プログラム抄録集（PDF版）後付 モノクロ 1頁（A4 サイズ） 
165,000円 3社 

ホームページバナー広告（日本語ページ＋英語ページ） 110,000円 1社 

ホームページバナー広告（日本語ページ） 88,000円 1社 

プログラム抄録集（PDF版）後付 モノクロ 1頁（A4 サイズ） 77,000円 10社 

広告掲載料合計   1,650,000円（税込） 

※海外マーケットがある企業様の場合、ホームページバナー広告は英語版広告も掲載可能です。 
※ホームページバナー広告はお申込み順に並べて掲載させていただきます。 
※消費税は学術集会当日の税率を適用いたします。 

 
（8）広告原稿 
広告版下は、データのみの入稿としております。  
【ホームページバナー広告】 
・バナー広告データは貴社でご準備ください。その際、以下の仕様を満たす様にご留意ください。 
【データ形式︓JPG、PNG の場合】 
■サイズ︓横 340×縦 90 ピクセル  ■容量︓150KB以下 

【データ形式︓GIF アニメの場合 ※サイズ 1 とサイズ 2 の両方ともご準備ください。】 
■サイズ１︓横 340×縦 90 ピクセル 
■サイズ 2︓横 250×縦 66 ピクセル 
■容量︓150KB以下  

【プログラム抄録集（PDF版）】 
・Adobe Illustrator（文字のアウトライン化済）または PDF（PDF / X-1a）データにてお願いいたします。 
・使用 OS を明記してください。（Mac もしくはWin（バージョン含む）） 
・Illustratorで入稿の際は必ず画像を埋め込んで、出力見本（PDF、JPG、PSD）も一緒にお送りください。 
・編集を要しないデータで入稿してください。編集を要する原稿でお預かりする場合は、指示内容により実費相
当額をご請求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。 
・広告版下データは 2022年 11月 15日（火）までに広告事務局宛にメール添付にてお送りください。ご送
付の際は、学会名・貴社名・ご担当者名・申込み内容を明記してください。（使用後、広告版下データは返
却いたしません） 
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≪データ送付先≫ 

 
2．お申込みについて 
（1）お申込み方法・お申込み期間 
オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、学術集会ホームページより必要事項を入力の
上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを広告事務局よりお送りさせていただきます。
お申込み多数の場合、お申込み多数の場合、採用企業の決定につきましては事務局一任となりますのであらか
じめご了承ください。なお、お申込み期間につきましては 2022年 3月 1日（火）～2022年 10月 31日
（月）とさせていただきます。 

 
（2）お支払い方法 
広告掲載枠が決定後、広告事務局より広告掲載料請求書をお送りいたしますので、期日までに以下指定口
座にお振込みください。 

 
■銀 行 名 ︓ 山形銀行 南山形支店（店番号︓108） 
■口 座 番 号  ︓ 普通 536423 
■口 座 名 義  ︓ 第 35回日本肘関節学会学術集会 会長 高原 政利 
■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） ︓ ダイサンジユウゴカイニホンヒジカンセツガツカイガクジユツシユウカイ 

カイチヨウ タカハラ マサトシ 
■振 込 最 終 期 限 ︓ 2023年 2月 2日（木）（お申込み日に応じ、別途請求書に記載） 

 
（3）キャンセル 
申込み締切後は、学術集会が不可抗力と判断できる事項以外のキャンセルは一切お受けできません。キャンセ
ルの場合は 100％キャンセル料が発生いたしますのであらかじめご了承ください。 

 
3．お問い合わせ 
ホームページバナー広告・プログラム抄録集（PDF版）広告に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

  

第 35回日本肘関節学会学術集会 広告事務局 
【担当】 小黒 
E-mail︓ad-35elbow@olly.co.jp 

第 35回日本肘関節学会学術集会 広告事務局 
【担当】 小黒 
E-mail︓ad-35elbow@olly.co.jp 
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1．寄附金募集要項 
（1）募金の名称 第 35回日本肘関節学会学術集会 寄附金 
 
（2）募金目標額 \ 1,000,000－（総経費 \ 30,855,000－） 
 
（3）募金の対象先 製薬企業（個別）、医療機器企業（個別）、関連病院 
 
（4）募金期間  2022年 3月 1日（火）～2023年 2月 2日（木） 
 
（5）寄附金の用途 第 35回日本肘関節学会学術集会の準備及び運営費に充当します。 
 
（6）寄附金募集責任者 

第 35回日本肘関節学会学術集会 
会長 高原 政利（泉整形外科病院 院長） 

 
（7）寄附金額  1口 1万円（1口以上、何口でも可） 
 
（8）寄附金申込方法 

オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、本学術集会ホームペー
ジより必要事項を入力の上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メ
ールを寄附事務局よりお送りさせていただきます。お申込み完了後、下記寄附金振込
先口座へお振込みをお願いいたします。 

 
（9）寄附申込先 

第 35回日本肘関節学会学術集会 寄附事務局 
【担当】 小黒 
【E-mail】 ad-35elbow@olly.co.jp 

 
（10）寄附金振込先 

■銀 行 名 ︓ 山形銀行 南山形支店（店番号︓108） 
■口 座 番 号  ︓ 普通 536423 
■口 座 名 義  ︓ 第 35回日本肘関節学会学術集会 会長 高原 政利 
■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） ︓ ダイサンジユウゴカイニホンヒジカンセツガツカイガクジユツシユウカイ 

カイチヨウ タカハラ マサトシ 
■振 込 最 終 期 限 ︓ 2023年 2月 2日（木）（お申込み日に応じ、別途請求書に記載） 

 
（11）組織委員会名簿 

第 35回日本肘関節学会学術集会 
会長 高原 政利（泉整形外科病院 院長） 

 
（12）税法上の取り扱い 

本寄附につきましては、免税の対象となりませんのでご了承ください。 
 

7．寄附のご案内 
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（13）貴社ウェブサイト等での公開に関して 
製薬・医療機器関係企業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、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬・医療機器関係企業が自
社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学術集会に対して行う寄附金の支払いに関し、貴社ウェブサイ
トで公開されること（開示形式例︓第○回○○学術集会︓○○円）に同意します。 

 
（14）お問い合わせ 
寄附に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

 

第 35回日本肘関節学会学術集会 寄附事務局 
【担当】 小黒 
【E-mail】 ad-35elbow@olly.co.jp 


