第 161 回日本獣医学会学術集会
開催趣意書および募集要項

第 161 回日本獣医学会学術集会
会長 長井 伸也
（一般財団法人日本生物科学研究所）

ご挨拶
謹啓
貴社には、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
この度、第 161 回日本獣医学会学術集会を、平成 30 年 9 月 11 日から 13 日まで
の 3 日間、つくば国際会議場にて開催する運びとなりました。日本生物科学研究所が
司宰させて頂くのは、日本獣医師会との共催により同会議場にて開催させて頂いた平
成 18 年以来、12 年ぶりとなります。当所は平成 29 年 10 月で創立 70 周年を迎え
ましたが、日本獣医学会学術集会を司宰させて頂くのも今回で 5 回目となります。時
代とともに所員の顔ぶれも変わって参りますが、今後とも民間学術研究機関として微
力ながら獣医学の発展に寄与させて頂く所存でございますので、皆様方には何卒ご支
援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
学術集会のテーマは「One Health - 人と動物の健康と共生」と致しました。感染
症の制御・撲滅を目指し、また薬剤耐性菌の蔓延を防ぐため、人の衛生、動物の衛
生、環境の衛生（保全）に関わる全ての関係者が連携・共同して対応しなくてはなら
ないというのが「One Health」の考え方です。現在は、人、動物、モノがボーダレ
スに、24 時間、地球上を駆け巡る時代になっています。従って、それぞれの衛生対
策は地球規模で協調して行われなくてはなりません。2020 年（平成 32 年）に開催
される東京オリンピック・パラリンピックにおいては、まさに人、動物、モノが我が
国に集まってまいります。その際に感染症の侵入を防止するために、すべての関係者
は世界と協調しながら「One Health」の考えを実践しなくてはなりません。
人、動物を含め、地球上の生物は共生しあって命を繋いでいます。近頃の知見で
は、人や動物の体内に存在する各種微生物でさえ、思ったよりも深く、また複雑に宿
主と関わっており、宿主が生命活動を営む上でかけがえのない存在であることが分か
ってきております。我々は地球上に存在する様々な生物の多様性を尊重し、個体レベ
ル、集団（国）レベル、そして地球規模において形成されている生態系を維持するこ
とにより地球の健康を保たねばなりません。これに対する獣医学の果たす役割は今後
益々重要になると思われます。本テーマに関連した司宰機関のシンポジウムとしまし
て、「マイクロバイオームと宿主相互作用」と「東アジア諸国における動物感染症の
発生状況と制御に向けての取り組み」を企画しております。
本学術集会が国内外から多数の方々に参加して頂けますように、私たち日本生物科
学研究所の職員一同、精一杯努力してまいる所存でございます。つきましては、経済
的に厳しい時世ではありますが、本学術集会の趣旨ならびに企画にご賛同頂き、是非
共ご支援を賜りたく、衷心よりお願い申し上げます。
謹白
平成 30 年 4 月吉日
第 161 回日本獣医学会学術集会
会長 長井 伸也
一般財団法人日本生物科学研究所

第 161 回日本獣医学会学術集会開催概要
１．会

長：長井

伸也

２．主催機関：公益社団法人

（一般財団法人日本生物科学研究所

所長）

日本獣医学会

３．開催期間：2018 年 9 月 11 日（火）～13 日（木）（3 日間）
４．会

場：つくば国際会議場（全館貸し切り）
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3

５．テーマ

：「One Health - 人と動物の健康と共生」

６．集会概要：
日本獣医学会総会、授賞式、授賞記念講演
日本獣医学会評議員会
日本獣医学会企画シンポジウム
「第 14 回獣医学教育改革シンポジウム」
司宰機関企画シンポジウム１
「東アジア諸国における動物感染症の発生状況と制御に向けての取り組み」
司宰機関企画シンポジウム２
「マイクロバイオームと宿主相互作用」
分科会シンポジウム、ワークショップ、ランチョンセミナー、一般講演等
７．参加予定人数：参加登録約 1700 名

想定

第 161 回日本獣医学会学術集会 協賛募集要項
１．協賛の目的
第 161 回日本獣医学会学術集会の運営におきましては簡素・質実を旨とし、主要
経費は参加費で充当する予定でございますが、それだけで必要経費を賄える状況には
ございません。実り多い大会にするため、各位のご支援・ご協力を心よりお願い申し
上げます。
協賛にお申し込みいただきました企業様には、講演要旨 1 部と参加証 2 枚を進呈さ
せて頂きます。
２．目標額

6,200,000 円

３．協賛金のお願い金額
一口

100,000 円（一口以上でお願い申し上げます）

４．協賛金の振込方法
下記の指定口座に協賛金額をお振り込み下さい。また、お手数ながら協賛申込書に
ご記入のうえ、事務局宛に必ず FAX 下さいますようお願い申し上げます。
FAX 番号 0428-33-1080
５．協賛金振込口座
銀行名 ：
口座番号：
名
称：
フリガナ：

りそな銀行東青梅支店
普通 4593436
第 161 回日本獣医学会学術集会 会計 金田元一
ダイ１６１カイニホンジユウイガツカイガクジユツシユウカイ
カイケイ カネダ モトカズ

６．お申し込み
協賛申込書をお送り頂く期日：
協賛金お振込み期日：
７．お問い合わせ先：

平成 30 年 8 月 10 日
平成 30 年 8 月末日までに

一般財団法人 日本生物科学研究所内
第 161 回日本獣医学会学術集会事務局
〒198-0024 東京都青梅市新町 9 丁目 2221-1
担当 渋谷一元
TEL 0428-33-1042
FAX 0428-33-1080
E-mail jsvs161@meeting-jsvs.jp

第 161 回日本獣医学会学術集会 協賛申込書
平成

年

月

日

第 161 回日本獣医学会学術集会
会長
長井伸也 殿
第 161 回日本獣医学会学術集会の趣意に賛同し、運営資金として下記の金額の寄
付を申し込みます。
金

円（

口）

貴社名
ご住所（〒

−

）

代表者名
ご担当者名
TEL

E-mail

振込方法（該当する番号に丸印を付け、必要事項をご記入下さい）
１．別途振り込みました。
２．
月頃に振り込む予定です。
振り込みは下記の口座にお願いいたします。
銀行名 ：りそな銀行東青梅支店
口座番号：普通 4593436
名
称：第 161 回日本獣医学会学術集会

会計

金田元一

本書は、第 161 回日本獣医学会学術集会事務局まで FAX: 0428-33-1080 にてご
送付をお願いいたします。

第 161 回日本獣医学会学術集会 講演要旨集広告掲載 募集要項
１．広告申込締切日：平成 30 年 7 月 6 日（金）
２．原稿締切日：

平成 30 年 7 月 13 日（金）必着

３．講演要旨集体裁：A4 変形（講演要旨集サイズ

天地 28 cm×左右 21 cm）

４．広告料金
広告掲載場所
ページ区割り
表紙 4（4c 刷の場合）
1頁
表紙 2
1頁
表紙 3
1頁
表紙 2 対面
1頁
表紙 3 対面
1頁
本文記事対面
1頁
目次記事対面（色紙）
1頁
記事中（色紙）
1頁
前付
1頁
前付
1/2 頁
後付
1頁
後付
1/2 頁
学術集会ネームカード裏広告

料金
250,000 円（消費税別）
150,000 円（消費税別）
100,000 円（消費税別）
120,000 円（消費税別）
85,000 円（消費税別）
110,000 円（消費税別）
110,000 円（消費税別）
85,000 円（消費税別）
75,000 円（消費税別）
40,000 円（消費税別）
65,000 円（消費税別）
35,000 円（消費税別）
200,000 円（消費税別）

広告原稿寸法 参考標準値
よこ
たて
1頁
18 cm
25 cm
1/2 頁
18 cm
12 cm
５．その他
ネックストラップ、コングレスバッグ、ボールペン、ドリンク協賛も募集してお
ります。詳細は、次頁の申込先までお気軽にお問い合わせください。
６．申込方法
展示出展申込書（別紙）に必要事項をご記入いただき、FAX にてお申し込みくだ
さい。
７．支払い方法
請求書を送付いたしますので、指定の日（請求書に記載）までにご送金くださ
い。

第 161 回日本獣医学会学術集会 講演要旨集広告申込書
有限会社 瀬戸広告 御中
東京都文京区本郷 1-7-10 TEL 03-3812-4310
FAX：03-3812-4399（お申し込みは FAX にてお願い申し上げます）
広告申込内容
広告掲載場所
広告スペース

頁

広告掲載料

円

上記の通り掲載方申込みます。
広告申込者
貴社名
ご所属部署名：
所属部署・担当者お名前

ご担当者お名前：
フリガナ
（

）

住所
連絡先

電話番号

連絡先

FAX 番号

E-mail アドレス
＊広告原稿は CD-R 又はメールで送付をお願いいたします。また、製作をご要望の場

合は実費のご負担をお願いいたします。

広告担当者：有限会社 瀬戸広告社
〒113-0033 東京都文京区本郷 1-7-10
TEL 03—3812-4310 FAX 03-3812-4399
E-mail info@seto-ad.jp

第 161 回日本獣医学会学術集会 企業展示 募集要項
１．展示期間
（時間変更の場合あり）

平成 30 年 9 月 11 日（火） 9:00～17:00
平成 30 年 9 月 12 日（水） 9:00～17:00
平成 30 年 9 月 13 日（木） 9:00～15:00

２．展示場所

つくば国際会議場 1 階多目的ホール内
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 1-20-3

３．展示料金

1 小間：150,000 円（税別）

４．設備

1 小間：展示台 1 基（幅 180 cm×奥行 70 cm 予定）
椅子
2脚
バックパネル 1 枚（予定）
コンセント 1 口（500W まで 予定）
講演要旨集 1 部（学術集会当日に進呈）
社名版 1 枚

＊テーブルクロス、延長コード等は出展者各自でご用意をお願いいたします。
＊電気を基本電力以上使う場合は、別途実費をいただきます。

５．ブース位置の決定
１）お申し込みいただきました展示ブースの配置場所につきましては、主催者にお任
せください。
２）関連企業と隣接したブースをご希望の場合には、別途お申し込みください。
３）安全および運営等の面で、展示ブース配置場所を変更していただく場合がありま
すので、あらかじめご承知おきください。
４）自社展示ブースを持ち込まれる際は、事前にご連絡ください。
６．搬入・搬出

平成 30 年 9 月 10 日 13:00～17:00 まで搬入・設営可能
平成 30 年 9 月 13 日 16:00 までに撤収を完了してください。
＊時間変更の場合があります。

７．展示物の管理
す。

展示物については出展者各自で管理をお願いいたしま

８．企業展示申込締切日

平成 30 年 7 月 27 日（金）

９．申込方法

展示出展申込書（別紙）に必要事項をご記入いただき、FAX にてお申
し込みください。

１０．支払い方法

請求書を送付いたしますので、指定の日（請求書に記載）までに
ご送金ください。

第 161 回日本獣医学会学術集会

展示出展申込書

有限会社 瀬戸広告 御中
東京都文京区本郷 1-7-10 TEL 03-3812-4310
FAX：03-3812-4399（お申し込みは FAX にてお願い申し上げます）

■出展申込内容
必要コマ数

コマ

出展料金

円

■出展申込者
貴社名
ご所属部署名：
所属部署・担当者お名前

ご担当者お名前：
フリガナ
（

）

住所
連絡先

電話番号

連絡先

FAX 番号

E-mail アドレス
貴社ホームページ URL
展示内容・使用電力量
備考

展示種別（該当部分を囲んでください）：
機器 ・ 器材 ・ 試薬 ・ 書籍
その他（
）

第 161 回日本獣医学会学術集会 ホームページバナー広告募集要項
１．広告申込締切日

平成 30 年 7 月 6 日（金）

２．データ締切日

平成 30 年 7 月 13 日（金）必着

３．バナー広告種類および料金
バナー種類

大きさ

料金

バナー１

W 250×H 250 pixel

70,000 円（消費税別）

バナー２

W 180×H 150 pixel

50,000 円（消費税別）

バナー３

W 120×H 90 pixel

30,000 円（消費税別）

４．取扱い広告データ
ご希望

データ種別

ご支給の場合
製作依頼の場合
（有償）

□

GIF（アニメ不可）、

ご支給原稿： □ ロゴデータ、
□ その他（

□ JPEG
□ 画像データ
）

５．ご注意事項
＊広告内容およびデザインについては、修正をお願いする場合がございますので、ご
了承ください。
＊広告内容およびリンク先の情報等に不都合がある場合は、広告掲載を中止する場合
がございますので、ご了承ください。
＊バナー広告掲載期間は平成 30 年 12 月までとなります。
６．申込方法
７．支払い方法

ホームページバナー広告申込書（別紙）に必要事項をご記入いただ
き、FAX にてお申し込みください。
請求書を送付いたしますので、指定の日（請求書に記載）までにご
送金ください。

第 161 回日本獣医学会学術集会ホームページバナー広告申込書
有限会社 瀬戸広告 御中
東京都文京区本郷 1-7-10 TEL 03-3812-4310
FAX：03-3812-4399（お申し込みは FAX にてお願い申し上げます）
■バナー広告申込内容（ご希望内容の□にチェックを入れてください）
ご希望
バナー種類
大きさ
料金
□

バナー１

W 250×H 250 pixel

70,000 円（消費税別）

□

バナー２

W 180×H 150 pixel

50,000 円（消費税別）

□

バナー３

W 120×H 90 pixel

30,000 円（消費税別）

上記の通り掲載方申込みます。
■広告データ（ご希望内容の□にチェックを入れてください）
ご希望
データ種別
ご支給の場合
製作依頼の場合
（有償）

GIF（アニメ不可）、

□

ご支給原稿： □ ロゴデータ、
□ その他（

□ JPEG
□ 画像データ
）

＊広告内容およびデザインについては、修正をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
＊広告内容およびリンク先の情報等に不都合がある場合は、広告掲載を中止する場合がございますので、ご了承ください。
＊バナー広告掲載期間は平成 30 年 12 月までとなります。

■広告申込者
貴社名
ご所属部署名：
所属部署・担当者お名前

ご担当者お名前：
フリガナ
（

住所
連絡先

電話番号

連絡先

FAX 番号

E-mail アドレス
リンク先 URL

）

