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ご 挨 拶 
 

謹啓  

 時下 貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素より格別のご支援

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さてこの度、第109回日本美容外科学会の会長に選任され、2021年5月26日（水）・27（木）の 

２日間、ANAインターコンチネンタルホテル東京（港区赤坂）において開催する運びとなりました。 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響がまだまだ心配されている中ではございますが、

実質的かつ有意義な学会運営を目指し、魅力ある多彩な企画を盛り込んだ、参加者にとって実り多き 

学会となるよう、現在、関係者一同鋭意準備を進めております。 

 つきましては、本学会を開催するにあたり、ランチョンセミナー・企業展示・各種広告掲載を募集

いたします。ぜひ貴社の優秀な製品と本学会参加者の有益な出会いの場としていただけましたら幸甚

に存じます。 

 どうぞ、本学会の趣旨にご賛同いただき、何卒格段のご配慮を賜りたくお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

  

2020年10月吉日 

 

第109回日本美容外科学会 

会長  酒井 直彦 

（銀座S美容・形成外科クリニック 院長） 

 

情報公開への同意： 

第109回日本美容外科学会は、企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

１）日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「貴社と医療機

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、学会協賛金に関する「学会名」とその「金額」

を貴社のウェブサイト上に公開することに同意いたします。 

２）日本医療機器産業連合会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「貴社と 

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、学会協賛金に関する「学会名」とその

「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することに同意いたします。 
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 開催概要 

学会名称   第109回日本美容外科学会 

 

会  期  2021年5月26日（水）・27日（木） 

 

会  場   ANA インターコンチネンタルホテル東京 

    〒 107-0052 東京都港区赤坂 1-12-33 

 

会  長   酒井 直彦（銀座S美容・形成外科クリニック 院長） 

 

メインテーマ  「匠の技を 学ぶ、見る、魅せる ～絶対的満足を目指して～」 

 

参加予定数   約 800 名 

 

主なプログラム  特別講演、シンポジウム、一般演題などを予定 

 

演題数    約 200 演題 

 

公式サイト   http://jsas109.umin.jp/ 

 

事務局   【第109回日本美容外科学会 運営事務局】 

    株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部内 

    担当：猿田、広瀬 

    〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10 住友成泉小石川ビル6F  

    Tel：03-5940-2614   Fax：03-3942-6396 

    E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 

 

お申込み後の取り消しについて 

協賛のお申込み後に貴社のご都合にてキャンセルをご希望の場合、原則として費用の 

返却はお受けできかねます。ただし、災害などの止むを得ない事情にて学会開催が中止

となった場合、または、開催方法が変更となった場合は、主催にて検討し、対応を決定

いたします。 
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 会場周辺図 
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 予定会場配置レイアウト 

予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
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 協賛募集要項 

募集協賛種類：  ランチョンセミナー 

     企業展示（基礎小間展示（展示会場内、展示会場前ロビー）・特別展示） 

     特別企業協賛 

     各種広告 ・プログラム・抄録集広告 

       ・ネームケースストラップ広告 

       ・コングレスバッグ名入れ広告 

       ・セミナービジョンCM 

       ・ウェルカムボード広告 

       ・フォトボード広告 

       ・会場看板広告 

       ・学会ホームページバナー広告 

       ・公式ボールペン広告 

       ・公式ノート広告 

 

企業名の公表：  第109回日本美容外科学会に共催・協賛いただいた企業一覧を、 

     公式ホームページおよびプログラム・抄録集に掲載いたします。 

 

申し込み方法：  各協賛の申込書に必要事項をご記入の上、運営事務局に FAX（03-3942-6396） 

  またはメール（jsas109@sunpla-mcv.com)にてお申し込みください。 

 

お支払い期限：  開催枠決定後、運営事務局より請求書を発行します。 

     請求書記載期日までにお支払いください。 

 

お振込み口座：  三菱UFJ銀行 銀座支店（店番325） 

     普通口座 口座番号：0462673 

     第109回日本美容外科学会 会長 酒井 直彦 

      （ダイヒヤクキユウカイニホンビヨウゲカカツカイ サカイナオヒコ） 

 

お問い合わせ先： 【第109回日本美容外科学会 運営事務局】 

     株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部内 

     担当：猿田、広瀬 

     〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10 住友成泉小石川ビル6F  

     Tel：03-5940-2614 Fax：03-3942-6396 E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 
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1.  募集枠（合計6枠） 

2021年 5 月26日（水）12：00 ～13：00 予定 

  ①第 1 会場  プロミネンス   スクール 300 席  2,000,000 円（税込） 1 枠 

  ②第 2 会場  ギャラクシーⅠ・Ⅱ  シアター 250 席  2,000,000 円（税込） 1 枠 

  ③第 3 会場  ギャラクシーⅢ  シアター 150 席  1,500,000 円（税込） 1 枠  

2021年5 月27日（木）12：00 ～13：00 予定 

  ④第 1 会場  プロミネンス   スクール 300 席  2,000,000 円（税込） 1 枠 

  ⑤第 2 会場  ギャラクシーⅠ・Ⅱ  シアター 250 席  2,000,000 円（税込） 1 枠 

  ⑥第 3 会場  ギャラクシーⅢ  シアター 150 席  1,500,000 円（税込） 1 枠 

 

※プログラムの状況により、時間・会場数（セミナー数）・席数を変更する場合があります。 

※共催費に含まれるもの 

 ①会場費（音響、照明、空調、控室含む） 

 ②講演機材一式（学会で使用している機材・PC など） 

 ③運営要員（会場進行係、会場機材オペレーター 各1 名） 

※共催費に含まれないもの（各社にてご用意いただきますよう、お願いいたします。） 

 ①座長、演者への謝金、旅費、宿泊費、参加登録費 

 ②ポスター・チラシ等印刷物 

 ③控室での飲食費（講師弁当含）・機材費（試写用の機材費等） 

 ④運営スタッフ（アナウンス、弁当・資料配布スタッフ） 

 ⑤学会手配以外の機材、会場前セッション看板費 

 ⑥受講者用弁当費 

  ※手配は事務局で行います。1 個1,500 円（お茶付き）程度を予定しております。 

 ⑦外国人演者招聘の際の同時・逐次通訳者・機材等 

  ※③～⑦に関しては、別途オプション申込みにて承ります。 

 

2. 開催枠決定方法 

  ご希望を優先いたしますがプログラム編成上、最終的には個別にご相談の上、本部事務局にて決定させて

  いただきます。ご希望の日程、演者、座長、テーマを申込書に必ず第3 希望まで記載してください。 

（開催枠決定まで、座長・演者へのアプローチは控えてください。） 

 

3. オプション費用について 

  共催費に含まれない控室飲食費・機材費、運営スタッフ、受講者用飲食、会場前看板などに関しまして 

  は、会期1か月前に運営事務局より各社に配信を予定しております「共催セミナー開催要項」にてご案内

  いたしますオプション申込書にてお申し込みください。 

 

 ランチョンセミナー募集要項 応募締切：2020年11月30日(月) 
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1. 展示会場： ANA インターコンチネンタルホテル東京 B1F プロミネンスⅡ・Ⅲ 

 

2.  設営撤去・展示時間（予定）： 搬入・設営 ：5 月 25日（火）  16：00 ～  

  展示時間  ：5 月 26日（水）    9：00 ～18：00 

      5 月 27日（木）    9：00 ～16：00 

  撤去・搬出 ：5 月 27日（木）  17：00 ～20：00 

    ※スケジュールの詳細、搬入出経路などは開催1か月前に配信予定の

「展示開催要項」にてご案内いたします。 

 

3. 募集小間数 ： 基礎小間展示        92 小間（ブース渡し） 

     基礎小間展示（展示会場前ロビー） 12 小間 

     特設展示       2 枠（スペース渡し） 

     ※予定小間数に達し次第、募集を締め切りますのでご注意ください。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 【特設展示】 

    スペースサイズ：5800mm×4000mm、高さ制限3600mm（約23㎡） 

 企業展示（基礎小間展示・特別展示）応募締切：2021年2月26日(金) 

【基礎小間仕様（予定）】 
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４. 出展費用（税別） 

  【基礎小間展示】 

     

 

 

 

 

 

   ※最大3小間まで。パネル・展示台などの設備は事務局で用意いたします。 

   ※スペース渡しの場合でも出展料は変わりません。 

   ※場所指定の場合は、第3希望までお申込書にご記入ください。 

ご希望に沿うよう調整いたしますが、最終決定は大会長にご一任いただけますようお願いいた

します。 

   ※1小間につき出展者証を3枚ご用意いたします。 

 

  【特別展示小間】※スペース渡し 

 

     ※15枚出展者証をご用意いたします。 

 

5. 電気工事： 

電気使用をご希望の場合は電気工事が必要です。 

工事費・電気使用量は出展者の負担となります。 

コンセント使用料は全額を使用企業数で按分し 

請求いたします。 

 

6. 出展対象：  

   医療機器・検査機器・医薬品。 

薬事法未承認製品を展示ご希望の場合は運営 

事務局までお問い合わせください。 

 

7. 展示小間位置： 

出展物や小間数、小間構成などを考慮し、本部事務局にて決定させていただきます。決定後、各出展者へ 

通知致します。壁面、オプション手配、装飾などについては、後日配信の「展示開催要項」にてご案内いた

します。 

※出展者が主催者の許可なく小間の全部または一部の譲渡、交換、転売、出展取消を行うことは出来ま  

せん。 

 

展示会場内 1 小間（場所指定なし）  350,000 円 

展示会場内 1 小間（場所指定あり）  450,000 円 

展示会場内 1 小間（場所指定あり・P1 ～ P12） 500,000 円 

展示会場前ロビー 1 小間 500,000 円 

展示会場前ロビー（NO.L6 ～ L7）1 小間  350,000 円 

1 枠（S1・S2) 1,200,000 円  
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8.   出展物の管理 

出展物の管理は各出展者が責任を持って管理してください。主催者は盗難、損傷、紛失などに 

対する一切の責任を負いかねます。設営撤去・展示期間中における人的災害などに関しても  

当事者間で解決するものとし、主催者は一切の責任を負いません。 

 

9. 募集締切 2021年2月26日（金） ※予定小間数に達し次第、締切りとなります。 
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1. 会場 

ANA インターコンチネンタルホテル東京 1F 

 

2. 募集数（下記レイアウト参照）  4 室 

※予定数に達し次第、募集を締め切りますのでご注意ください 

※テーブルプランはご相談ください。ご指定のプランに設営いたします。 

※飲食代は運営事務局経由で別精算とさせていただきます。 

※15枚出展者証をご用意いたします。 

※各企業様個別のワークショップ開催も可能です。 

 

3. 出展費用 

 特別企業協賛 （応募締切：2021年2月26日（金）） 

番号 部屋名称 面積 協賛価格（税別） 

VIP1 ありあけ 53㎡  1,200,000 円 

VIP2 かすみ 53㎡  1,200,000 円 

VIP3 かげろう 38㎡  1,000,000 円 

VIP4 もちづき 38㎡  1,000,000 円 

VIP5 すばる 33㎡  1,000,000 円 

VIP6 しらぬい 33㎡  1,000,000 円 
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Ⅰ．抄録集広告募集要項 

1. 抄録集概要 

   第109 回日本美容外科学会抄録集 

   抄録集サイズ：A4 版    

  発行部数：1,000 部    

   発行予定日：2021 年4 月 

   制作費：1,730,000 円（税別） 

 

1. 広告掲載料（税別） 

  

  

 

 

 

 

 

1. 掲載枠決定 

  申込締切後、本部事務局にて掲載枠を調整し決定、決定次第ご連絡致します。 

 

1. 広告原稿の入稿方法 

 完全版下（デジタルデータ：印刷用PDFまたはAdobe Illustrator）にて運営事務局まで入稿してください。

E-mail添付、ファイル交換サービス、メディア（郵送、宅急便）のいずれかにてご送付願います。 

 

Ⅱ．ネームストラップ広告 

  募集枠  ：1社 

  媒体名  ：当日配布用ネームストラップ  

  配布対象 ：学会参加者 約800 名 

  配布時期 ：第109 回日本美容外科学会当日 

  協賛費  ：800,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

  掲載箇所 ：ストラップ部分に貴社名およびロゴマークを印字 

 

 

表4（裏表紙フルカラー1 頁）     200,000 円 募集枠1 枠 A4（縦）サイズ 

表3（裏表紙の裏フルカラー1 頁）   150,000 円  募集枠1 枠 A4（縦）サイズ 

表2（表紙裏フルカラー1 頁）    150,000 円  募集枠1 枠 A4（縦）サイズ 

後付1 項（後付フルカラー1 頁）   100,000 円  募集枠5 枠 A4（縦）サイズ 

後付1 項（後付モノクロ1 頁）   50,000 円 募集枠4 枠 A4（縦）サイズ 

後付1/2 項（後付モノクロ1/2 頁）   30,000 円  募集枠4 枠 A5（横）サイズ 

表紙 

表２ 

後付1頁 

表４ 

表３ 

後付1/2頁 

※画像はイメージです。予告なく仕様を変更する場合がございます 

 各種広告掲載要項  応募締切：2021年2月26日(金) 
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Ⅲ. コングレスバッグ 広告 

  募集枠  ：1社 

  媒体名  ：当日配布用コングレスバッグ  

  配布対象 ：学会参加者 約800 名 

  配布時期 ：第109 回日本美容外科学会当日 

  協賛費  ：800,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

  掲載箇所 ：バッグの片面に貴社名およびロゴマークを印字し、片面に学会ロゴが入ります。 

 

Ⅳ． コングレスバッグ 資料封入 

  配布対象 ：学会参加者 約800 名 

  配布時期 ：第109回日本美容外科学会当日 

  協賛費 ：50,000 円（税別） 

  ※封入可能な限りお申し込みいただけますが、 

   優先順位は先着順となります。 

  ※資料を事務局にてアッセンブルし、参加者に配布します。 

  ※封入物が複数になる場合は、PP袋などに一括して納品ください。 

  ※資料の量によって料金が変更になる場合がございます。詳細は運営事務局までお問い合わせください。 

 

Ⅴ． セミナービジョンCM  

  募集枠 ：6社 

  媒体  ：講演会場のスクリーンにて、 

     セッション間に貴社のCMやインフォ 

      メーションを放映いたします。 

  対象  ：当日参加者 

  協賛費 ：200,000 円（税別）    

  制作  ：事務局指定のフォーマットで映像データを納品ください。 

  放映時間 ：15秒×20枠  

   

Ⅵ．ウェルカムボード広告 

  募集枠  ：2社 

  媒体名  ：会場内入口付近に設置するウェルカムボードに 

     広告枠を設置いたします。 

  協賛費  ：150,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

  広告サイズ ：450mm×450mm 

     （ボードサイズ W1,200mm×H2,700mm予定） 

 

※画像はイメージです。 

予告なく仕様を変更する場合がございます 
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Ⅶ．フォトボード広告 

  募集枠  ：10社 

  媒体名  ：会場内に設置するフォトボードに貴社の広告を 

     設置いたします。 

  協賛費  ：100,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

  広告サイズ ：600mm×450mm 

     （ボードサイズ W3,600mm×H2,400mm予定） 

 

Ⅷ. 会場看板広告 

  募集枠  ：4社 

  媒体名  ：講演会場前に設置する会場看板に貴社の広告を 

     設置いたします。 

  協賛費  ：50,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

  広告サイズ ：400mm×200mm 

     （ボードサイズ W600mm×H1,800mm予定） 

 

 

Ⅸ．ホームページバナー広告 

 第109回日本美容外科学会 公式ホームページにバナー広告枠を設置します。 

  媒体名  ：第109回日本美容外科学会 公式ホームページ 

  URL  ：http://jsas109.umin.jp/ 

     ジャンル 医療専門サイト  ユーザー 日本美容外科学会会員 約1,000名、その他 

  協賛費  ：100,000円（税別） ※会期終了までの掲載となります。 

  原稿サイズ ：横285px×縦60px、JPG、GIF方式、アニメーション可 

     ※内容はご相談に応じます。指定のデータ納品が難しい場合はデータ加工費がかかる場合が

     ございます。 

  申込締切日 ：随時、学会開催1週間前まで 

 

Ⅹ．公式ボールペン広告 

  募集枠  ：1社 

  媒体名  ：当日配布用公式ボールペン  

  配布対象 ：学会参加者 約800 名 

  配布時期 ：第109 回日本美容外科学会当日 

  協賛費  ：200,000円（税別） 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

   配布方法 ：コングレスバッグに封入します。 

広告スペースに企業名等を掲載します 
※画像はイメージです。予告なく仕様を変更する場合がございます 

※画像はイメージです。 

予告なく仕様を変更する場合がございます 

【単色ボールペン / ノック式 / ボール芯0.5mm / 材質：樹脂】 

※画像はイメージです。予告なく仕様を変更する場合がございます。 

社名・商品名・ロゴ等を1c 印刷 

【印刷可能範囲：45.0mm×60.0mm】 
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Ⅺ．公式ノート広告 

  募集枠  ：1社 

  媒体名  ：当日配布用公式リングノート  

  配布対象 ：学会参加者 約800 名 

  配布時期 ：第109 回日本美容外科学会当日 

  協賛費  ：100,000円（税別） 

  制作費  ：リング式  350,000円（税別）～ 

     中綴じ式 100,000円（税別）～ 

  制作  ：学会事務局にて行います。 

   配布方法 ：コングレスバッグに封入します。 

 

【A5 ノート / リング式 / 用紙70 枚】 

社名・商品名・ロゴ等を1c 印刷 

【印刷可能範囲：48.0mm×5.5mm】 
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貴社名   

所在地 
〒  

TEL   FAX   

E-mail   

ご担当者名   ご所属部署名   

共同開催の場合は社名欄に／を入れ記載してください。その他は担当者の連絡先をご記入ください。 

第109回日本美容外科学会 運営事務局 行き 
 株式会社サンプラネット 担当：猿田、広瀬  Fax：03-3942-6396  E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 

ランチョンセミナー申込書 

趣意に賛同し、下記のとおり第109 回日本美容外科学会 ランチョンセミナーを申込みます    年   月  日 

  希望日 会場 金額（税込） 

第 1 希望 5 月＿＿日（＿＿曜日）  第＿＿＿会場 円   

第 2 希望 5 月＿＿日（＿＿曜日）  第＿＿＿会場 円 

第 3 希望 5 月＿＿日（＿＿曜日）  第＿＿＿会場 円 

以下の通り希望いたします。（必ず第3 希望まで記入してください。） 

第1 希望 

テーマ： 

座長名（所属）： 

演者名（所属）： 

第2 希望 

テーマ： 

座長名（所属）： 

演者名（所属）： 

第3 希望 

テーマ： 

座長名（所属）： 

演者名（所属）： 

※まだ決まっていない場合は、「未定」と記入してください。 

ご要望などあればご記入ください。 
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第109回日本美容外科学会 運営事務局 行き 
 株式会社サンプラネット 担当：猿田、広瀬  Fax：03-3942-6396  E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 

企業展示申込書 

趣意に賛同し、下記のとおり第109 回日本美容外科学会 企業展示を申込みます。     年   月   日 

貴社名   

所在地 
〒  

TEL   FAX   

E-mail   

ご担当者名   ご所属部署名   

共同開催の場合は社名欄に／を入れ記載してください。その他は担当者の連絡先をご記入ください。 

下表の申込欄に○、場所指定の場合は希望番号、金額、申込小間数をご記入ください。 

申込 出展種別   単価 小間数 金額 

  基礎小間展示 

（展示会場前ロビー） 

L1 ～L5、L8 ～L12  500,000 円   円（税別） 

  L6 ～L7 350,000 円   円（税別） 

  基礎小間展示 

（展示会場内） 

場所指定なし 350,000 円   円（税別） 

  第1 希望：     円（税別） 

    第2 希望：     円（税別） 

    第3 希望：     円（税別） 

※展示会場内のP1 ～P12 は、場所指定で単価500,000 円、その他の場所指定は450,000 円です 

  特別展示 S1 
1,200,000 円 

  円（税別） 

    S2   円（税別） 

  特別協賛 VIP 1   1,200,000 円   円（税別） 

    VIP 2  1,200,000 円   円（税別） 

    VIP 3  1,000,000 円   円（税別） 

    VIP 4  1,000,000 円   円（税別） 

    VIP 5  1,000,000 円   円（税別） 

    VIP 6  1,000,000 円   円（税別） 

ご要望などあればご記入ください。 
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以下の通り希望いたします。 

 

第109回日本美容外科学会 運営事務局 行き 
 株式会社サンプラネット 担当：猿田、広瀬  Fax：03-3942-6396  E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 

抄録集広告出稿申込書 

趣意に賛同し、下記のとおり第109 回日本美容外科学会 抄録集広告を申込みます。     年   月   日 

貴社名   

所在地 
〒  

TEL   FAX   

E-mail   

ご担当者名   ご所属部署名   

共同開催の場合は社名欄に／を入れ記載してください。その他は担当者の連絡先をご記入ください。 

掲載枠 掲載料（税別）  申し込み枠数 小計 

表4 

フルカラー・1 ページ 
200,000 円     

表3 

フルカラー・1 ページ 
150,000 円     

表2 

フルカラー・1 ページ 
150,000 円     

後付1 ページ 

フルカラー 100,000 円     

後付1 ページ 

モノクロ 
50,000 円     

後付1/2 ページ 

モノクロ 
30,000 円     

合計  円 

ご要望などあればご記入ください。 
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第109回日本美容外科学会 運営事務局 行き 
 株式会社サンプラネット 担当：猿田、広瀬  Fax：03-3942-6396  E-mail：jsas109@sunpla-mcv.com 

各種協賛申込書 

趣意に賛同し、下記のとおり第109 回日本美容外科学会 協賛を申込みます。        年   月   日 

貴社名   

所在地 
〒  

TEL   FAX   

E-mail   

ご担当者名   ご所属部署名   

共同開催の場合は社名欄に／を入れ記載してください。その他は担当者の連絡先をご記入ください。 

以下の通り希望いたします。 

種別 単価（税別）  申し込み枠数 小計 

ネームストラップ広告 800,000 円     

コングレスバッグ広告 800,000 円     

コングレスバッグ資料封入 50,000 円     

セミナービジョンCM  200,000 円     

ウェルカムボード広告 150,000 円     

フォトボード広告 100,000 円     

会場看板広告 50,000 円     

ホームページバナー広告 100,000 円     

公式ボールペン広告 200,000 円    

公式ノート広告 

100,000 円 
（リング式：320,000 円～） 

（中綴じ式：100,000 円～） 

リング式・中綴じ   

※公式ノート広告をご希望の際は、 

ご希望の仕様に○をつけてください 合計  円 

ご要望などあればご記入ください。 


