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ご挨拶 

 

2023年6月に第12回アジア/オセアニア国際老年学会議を開催することになりました。本邦では、

3回目の開催となります。 

世界の最長寿国で、高齢者医療制度、介護保険制度、認知症施策推進大綱などを世界に先駆

けて整備し、先端テクノロジーの高齢者医療、福祉、すまい、移動への応用も盛んな我が国の

現状と今後急速に高齢化が進むアジアオセアニア各国と比較議論し未来構想を互いに描く絶

好の機会と思っております。 

 老化の基礎研究は、今病気の根本的概念や新しい治療への手がかりを与えつつあり、高齢者

医療の臨床研究は、治療の最適な解を年齢と機能を加味した中でつかみつつあります。 

多くの疾患に最近の新薬はこれらの解決の役割が期待されています。 

特にフレイルという概念は、オーラルフレイルやウロフレイル、アイフレイル、フレイルスキ

ンといった医科歯科の診療各科だけでなく、看護、リハビリ、栄養、介護の専門職が共通の基

盤で興味を増しつつあります。 まさに老年学として集学的に、学際的に集う意味の象徴的な

例であります。 

 近年の医療介護ロボット、IOT、ウェアラブル機器は、診療領域が複数にわたる高齢者の健

康観察にはもってこいの技術と思われ、今後急速な発展が予測されます。 

 会議では、上記の話題に関し、世界の一流科学者の特別講演を10題以上予定している他、ホ

ットなテーマのシンポジウムを30題以上用意し、どのような参加者にも目が離せないプログラ

ムを準備しています。 

 大会の運営を成功裏に収めるため、展示、協賛シンポジウム、協賛セミナーなど協賛各社と

情報共有して運営に協力願えればと衷心よりお願い申し上げます。 

 

大会長  鳥羽研二 

事務局長 荒井秀典 

財務委員長   秋下雅弘 
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開催概要 

1. 会議の名称 

和文名： 第 12回アジア/オセアニア国際老年学会 

英文名： The 12th International Association of Gerontology and Geriatrics 

Asia/Oceania Regional Congress 2023 

（略称：2023 IAGG-AOR） 

 

2. 主催団体 
一般社団法人日本老年医学会 

日本老年社会科学会 

日本基礎老化学会 

一般社団法人日本老年歯科医学会 

公益社団法人日本老年精神医学会 

一般社団法人 日本ケアマネジメント学会 

一般社団法人日本老年看護学会 

 

3. 後援団体 
厚生労働省、神奈川県、横浜市 他 

 

4. 開催期間 

2023年 6月 12日(月)～15日（木）【4日間】 

 

5. 開催場所 

パシフィコ横浜 ノース 

〒220-0012  

神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-2 

Tel. 045-221-2155 (総合案内) 

URL: https://www.pacifico.co.jp 

 

6. 会議のテーマ 

For Enhanced Wellbeing in Later Life through Innovation and Wisdom Sharing 

 

7. 参加予定者数 

［参加予定者数］ 

約 1,800名（海外・国内含む）  

 

8. 過去開催履歴 

第 11回 2019 年 台湾（台北） 

第 10回 2015 年 タイ（チェンマイ） 

第 9回  2011 年 オーストラリア（メルボルン） 

 

9. 会議開催の経緯と目的 

我が国は、世界に先駆けて超高齢社会に突入しており、最長寿国としてアジアオセア

ニア地域の老年医学・老年学など、「エイジング」にまつわるあらゆる側面における

研究の先駆者として各国の期待を集めている。 

アジアオセアニア地域の研究者及び医療・介護専門職とともに、「エイジング」に関

連する様々な諸問題の解決策について知恵を絞り、高齢者医療・介護・福祉に対する

日本の最新の取り組みを発信し、健康長寿・超高齢社会における医療・介護・福祉の
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在り方を探る。 

 



10. 会議構成 

(1)プログラム（予定） 
基調講演、特別講演、シンポジウム、ジョイントシンポジウム、ワークショッ

プ、一般演題（口演・ポスター） 

ランチョンセミナー、イブニングセミナー、共催シンポジウム 

 

(2) 使用言語 
英語 

 

(3) 日程案 
 2023年 6月 12日（月） 2023年 6月 13日（火） 2023年 6月 14日（水） 2023年 6月 15日（木） 

午

前 

オープニングセレモニー 

基調講演 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（モーニングセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

午

後 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

（ランチョンセミナー） 

プレナリーセッション 

シンポジウム 

共催シンポジウム 

クロージングセレモニー 

夕 
［ウェルカムレセプショ

ン］ 

（イブニングセミナー） ［コングレスディナー］  

 

(4) 主要トピックス/領域 
ヘルシーエイジング、ウェルビーイング、認知症、フレイル・サルコペニア、転

倒・骨折、失禁、嚥下障害、ポリファーマシー、急性期・亜急性期・慢性期医療、

介護、基礎老化学、オーラルヘルス、エンドオブライフケア、ジェロンテクノロ

ジー、尊厳・生きがい、社会制度 他 

 

(5) その他 
企業展示  
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11. 組織委員                        2022年6月現在 

 [国内組織委員] 

会 長： 鳥羽  研二 （東京都健康長寿医療センター） 

事務局長： 荒井  秀典 （国立長寿医療研究センター) 

副 会 長： 加藤 伸司  （東北福祉大学） 

  石神  昭人  （東京都健康長寿医療センター） 

  松尾 浩一郎 （東京医科歯科大学） 

  池田 学  （大阪大学大学院） 

  白澤 政和  （国際医療福祉大学大学院） 

  正木 治恵 （千葉大学大学院看護学研究院） 

委 員： 秋下  雅弘  （東京大学大学院） 

（五十音順） 石崎 達郎  （東京都健康長寿医療センター） 

 池邉 一典  (大阪大学大学院) 

遠藤 昌吾  (東京都健康長寿医療センター) 

岡田  進一 （大阪市立大学大学院） 

小澤  温 （筑波大学大学院） 

小野 高裕 （新潟大学大学院) 

甲斐  一郎  （東京大学） 

工藤 喬  （大阪大学） 

根本 清貴  （筑波大学） 

福井 浩二  （芝浦工業大学） 

深堀 浩樹  （慶應義塾大学） 

山本 則子 （東京大学大学院） 

楽木  宏実  （大阪大学大学院） 
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12. 収支予算書 
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13. 指定銀行振込口座 

各種協賛費用のお振込みは、下記の銀行口座へお振込みをお願いいたします。 

 

銀行名：三井住友銀行 赤坂支店 

種別：普通 

口座番号：9809447 

口座名：第12回アジア／オセアニア国際老年学会議 会長 鳥羽研二 

（ﾀﾞｲｼﾞｭｳﾆｶｲｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱｺｸｻｲﾛｳﾈﾝｶﾞｸｶｲｷﾞ ｶｲﾁｮｳ ﾄﾊﾞ ｹﾝｼﾞ） 

   
・振込手数料は、お申込者負担でお願いいたします。 

・金融機関発行の振込書控えを持って、領収書に代えさせていただきます。 

・寄付以外で領収書が必要な場合には、申込の際にその旨ご記入願います。 

 

14. 連絡先 

【運営事務局】 
    IAGG2023（横浜）運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 東京都千代田区三番町2 三番町KSビル 

T E L ：03-3263-8688 / FAX：03-3263-8693 

 E-mail：iagg2023@c-linkage.co.jp  
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スポンサー募集要項 

A. パッケージスポンサー 
第 12 回アジア／オセアニア国際老年学会ではさまざまな協賛アイテムをご用意しています。その

中でも主要なアイテムをとりまとめ、パッケージとしてご案内いたします。 

パッケージスポンサーに含まれるアイテムの調整・変更につきましては可能な限り柔軟に対応い

たしますので、ご相談ください。 

それぞれの項目の詳細は、4 ページ以降の個別アイテムの内容をご参照ください。 

 
プラチナ ゴールド シルバー 

協賛費（税別） 10,000,000 円 5,000,000 円 3,000,000円 

特典 

優先権 1位 2位 3位 

参加証提供 6枚 5枚 2枚 

項目 

ランチョンセミナーA 

（400名規模会場） 
1枠 1枠 ― 

ランチョンセミナーB 

（100⁻200名規模会場） 
1枠 ― 1枠 

モーニングセミナーA 

（400名規模会場） 
― ― ― 

モーニングセミナーB 

（100⁻200名規模会場） 
― ― ― 

イブニングセミナーA 

（400名規模会場） 
1枠 1枠 ― 

イブニングセミナーB 

（100⁻200名規模会場） 
― ― 1枠 

スポンサードシンポジウム A 1枠 ― ― 

展示：基礎小間 

（2m×3m） 

10小間 

（60㎡） 

2小間 

（12㎡） 

1小間 

（6㎡） 

公式ホームページロゴ掲載 ○ ○ ○ 

ポケットプログラム 

表紙広告 
表４（裏表紙） 表２・３ ― 

エントランスバナー 

ロゴ掲載 
○ ○ ○ 

アプリバナー広告 ○ ○ ○ 

ネームストラップ 

ロゴ掲載 
○ ― ― 

コングレスバッグ 

ロゴ掲載 
○ ○ ― 

ブレークコーナー 

ロゴ掲示 
○ ○ ○ 

セッション間の 

スライドロゴ掲載 
○ ○ ○ 

※ 個別協賛項目お申込の場合も上記金額に達した場合はパッケージ扱いとさせて頂きます。 

※ スポンサーレベルに応じて優先的に割り当てさせて頂きますが、同クラスのパッケージスポ

ンサーは申込順に応じて優先させて頂きます。 

※ それぞれのアイテムの仕様・スケジュールについては個別にご案内いたします。 
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B. 協賛アイテム（個別） 
【A：共催プログラム】※各セミナーの詳細は 13ページをご参照ください。 

No. 協賛アイテム 仕様（予定） 
協賛費 

（税別） 
募集枠数 

A-1 
ランチョンセミナーA 

（400名席） 

1枠 60分  

400席程度 
1,500,000 円 13 

A-2 
ランチョンセミナーB 

（100⁻200名席） 

1枠 60分  

100⁻200席程度 
1,200,000 円 15 

A-3 
モーニングセミナーA 

（400名席） 

1枠 45分  

400席程度 
1,000,000 円 12 

A-4 
モーニングセミナーB 

（100⁻200名席） 

1枠 45分  

100⁻200席程度 
800,000円 15 

A-5 
イブニングセミナーA 

（400名席） 

1枠 60分  

400席程度 
1,200,000 円 1 

A-6 
イブニングセミナーB 

（100⁻200名席） 

1枠 60分  

100⁻200席程度 
1,000,000 円 1 

A-7 スポンサードセミナー 

１枠 60分 

講演会場は希望に応じて

調整します 

1,000,000 円 ※ 

A-8 
スポンサードシンポジウ

ム A 
1枠９０分 2,000,000 円 ※ 

A-9 
スポンサードシンポジウ

ム B 
１枠１２０分 3,000,000 円 ※ 

席数は変更になる場合がございます。 

上記募集枠数は単独申し込みの枠数です。 

※スポンサードセミナー、スポンサードシンポジウム A、B の枠数はお申込みに応じてプログラム

を調整いたします。 

 

共催プログラム申込締切：2022 年 12 月末 
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【B：展示】 

No. 協賛アイテム 仕様（予定） 
協賛費 

（税別） 
募集枠数 

B-1 スペース小間 
1小間：6㎡ 

※2コマ以上でお申し込みください 
200,000円 30 

B-2 基礎小間  

1小間：2m×3m 

付属：背面・サイド 2面パネル付き 

社名板、ライト、コンセント（2口） 

250,000円 17 

B-3 書籍展示 

1小間：机 2本 

（1本分：W1,800×D900） 

付属：白布 

50,000 円 2 

B-4 簡易展示小間 

机 1本（W1,800×D900） 

電源 1口 
※バックパネルやライト、社名版、白布はオプ

ションで申込みいただけます。 

100,000円 適宜 

 

* パッケージスポンサーシップでの枠以外の枠数 

［注］2023年 6月 16 日～18日に開催される第 33回日本老年学会総会へのご出展をご検

討の場合は、事務局にご連絡ください。 

 

展示申込締切：2022 年 12 月末 
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【C:広告・ロゴ掲載】 

No. 協賛アイテム 仕様（予定） 
協賛費 

（税別） 
募集枠数 

C-1 

広告（ポケットプログラム） 

A5サイズ冊子想定 

表 4    カラー 

パッケージに含む 

C-2 表 2・3 カラー 

C-3 後付 1 カラー 150,000円 4 

C-4 後付 1/2 カラー 100,000円 10 

C-5 エントランスバナー 

個別に案内 パッケージに含む 

C-6 アプリバナー広告 

C-7 ネームストラップロゴ 

C-8 コングレスバッグロゴ 

C-９ ブレークコーナーロゴ 

C-10 公式ホームページロゴ掲載 
ロゴから指定 URL へ

リンク 
200,000円 3 

C-11 コングレスバッグ封入 
A4サイズ以下の 

リーフレットなど 
100,000円 5 

C-12 
セッション間の 

CM放映（15 秒程度）  
データは貴社提供 500,000円 8 

*上記募集枠数は単独申し込みの枠数です。 

 

広告・ロゴ掲載申込締切：2022 年 12 月末 
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A：共催プログラム 募集概要 
 

※共催プログラムはいずれも第 12 回アジア／オセアニア国際老年学会と貴社と

の「共催」となります。 

 名称 日程（2023年） 
時間 

（予定） 

A-1/2 2023 IAGG-AOR Luncheon Seminar 

６月 12日（月） 

6月 13日（火） 

6月 14日（水） 

6月 15日（木） 

60分 

A-3/4 2023 IAGG-AOR Morning Seminar 

6月 13日（火） 

6月 14日（水） 

6月 15日（木） 

45分 

A-5/6 2023 IAGG-AOR Evening Seminar 6月 13日（火） 60分 

A-7 
2023 IAGG-AOR  

Sponsored Seminar 

６月 12日（月） 

6月 13日（火） 

6月 14日（水） 

6月 15日（木） 

60分 

A-8 
2023 IAGG-AOR  

Sponsored Seminar A 

６月 12日（月） 

6月 13日（火） 

6月 14日（水） 

6月 15日（木） 

90分 

A-9 
2023 IAGG-AOR  

Sponsored Seminar B 

6月 13日（火） 

6月 15日（木） 
120分 

学会の公式言語は英語です。別途同時通訳をお申込みいただき、日本語で実施い

ただくことも可能です。（スライド等の作成は英語でお願いいたします） 

*枠や日程の決定はパッケージスポンサーを優先させて頂きます。 
 

1) 共催費について 

共催費については、一覧（P.2）をご参照ください。 

尚、共催費には、以下の項目・サービスが含まれています。 

 講演会場費 

 控室利用費（セミナー前後 1時間含む 3時間） 

 機材費（講演会場で使用している設置済み機材のみ） 

 音響・照明関係費（会場での付帯設備） 

 

上記以外の項目・サービス（以下参照）は含まれておりませんので、各社にてお

申込み・ご手配ください。 

 食事代：参加者用弁当（ランチョンの場合）・お飲物、演者・座長打合せ食

事等 

 人件費：運営スタッフ（アナウンス係、進行計時係、資料・弁当配付係、

誘導係等） 

 看板・表示物：会場表示立札、座長・演者氏名掲示、案内チラシ等 

 座長・演者の謝礼、交通宿泊費 

 追加機材：同時通訳機材、収録機器（録音・録画）、控室の機材等 
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尚、上記は実費オプション経費となり、本会終了後、スポンサー事務局（株式会

社コンベンションリンケージ）より費用をご請求させていただきます。詳細につ

きましては後日別途「共催プログラム開催要項」にてご案内をいたします（2023

年２月ごろ発布予定）。また、実費オプション経費には、業務運営費として、15％

が加算されますので、あらかじめご了承ください。 

 

2) プログラムの決定について 

講演内容・演者・司会・会場・日時等は、各社様のご希望を伺った後、実行委員

会にて調整させていただきますので、予めご了承ください。 

尚、講演依頼・司会依頼は開催枠決定後、各社にてご対応ください。 

 

3) 印刷物について 

抄録集への掲載について： 

 講演抄録はポケットプログラム・抄録アプリに掲載いたします。 

チラシの作成について： 

 チラシサイズ：A4サイズに収まるもの 

 作成部数：各社裁量 

印刷前にスポンサー事務局で確認させていただきますので、校了・印刷前

に原稿をスポンサー事務局までお送りください。 

 ロゴマーク：2023 IAGG-AORロゴ（スポンサー事務局よりデータを配布いた

します） 

会場での看板に関して： 

 看板：学会指定の統一デザインとさせて頂きます。オプションにてお申込

みください。 

 

4) 同時通訳に関して 

同時通訳者：各社でご手配いただくか、スポンサー事務局へお申し込みください。 

通訳機材：スポンサー事務局までお申し込みください。費用は各社にてご負担く

ださい。 

 

5) 記録に関して 

① ビデオ収録：各社でご手配頂くか、スポンサー事務局へお申し込みください。 

  ※会場設営の都合上、収録の有無をスポンサー事務局までご連絡ください。 

    なお、収録の際、申請書をご提出いただく場合もございます。 

② 収録用機材：収録ステージ、音声ライン、電源は別途有料にてご用意いたし

ます。実施要項（2023 年２月末配布予定）付属のオプション申し込みにてお

申し込みください。 

 

6) その他 

貴社ウェブサイトでの共催費等の公開に関して： 

製薬企業ならびに日本医療機器産業連合会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、寄付、

交流等の支出に関する情報を医療医薬品業・医療機器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することに同意します。 

 

7) お申し込みから当日までの流れ 

～2022年 12月末 大会 HP「SPONSORSHIP ＆ EXHIBITION」ページ内の申込フォー

ムよりお申込みください。 

事務局より共催セミナー・シンポジウムの日程のご希望・テ

ーマ案・司会・演者案のヒアリングをさせていただきます。 
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2023年２月末（予

定） 

共催セミナー・シンポジウムの日程のご希望・テーマ案・司

会・演者案をご提出ください。※この時点ではまだ、司会・

演者候補の方の内諾の取得はお控えください。 

2023年２月末（予

定） 

セミナー枠の確定のご案内を事務局よりお送りいたします。 

司会・演者の打診・確定をお願いします。 

事務局からご請求書をお送りいたします。 

2023年 5月 事務局より共催プログラムの実施要項をお送りします。 

 当日のオプション申し込みなどを行ってください。 

 オプション申し込みに基づき、事務局よりお見積りをお送

りします。 

 チラシなどの作成にあたっては、校了前に事務局にご確認

ください。 

2023年 6月 11日～

15日 

事務局よりオプションお申し込み分のご請求書をお送りいた

します。会期前までにお支払いをお願いします。 

2023年６月末 第 12回アジア／オセアニア国際老年学会にて、貴社共催プロ

グラムの実施をお願いします。 

 当日追加・変更となった差額のオプション申し込み分のご請

求書をお送りいたします。 

1か月以内にお支払いをお願いします。 
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B：企業展示 募集概要 
 
1) 開催スケジュール（予定）  

搬入・設営日時 展示実施日時 搬出・撤去日時 

2023年６月 

11日（日）9:00～ 

2023年６月 

12日（月）16:00～18:00 

13日（火）8:00～17:00 

14日（水）8:00～17:00 

15日（木）8:00～15:00 

2023年６月 15日（木）15:00

以降* 

 

 

*引き続き第 33回日本老年学会総会でもご出展の場合は、事務局にご連絡ください。 

 

2) 会場（予定） 

パシフィコ横浜 ノース G1-4（2,991㎡） 

 

3) 展示面積規模 

企業展示  スペース小間・基礎小間併せて 60⁻70小間を予定 

他に休憩コーナー（ブレークコーナー）などの設置を予定 

 

4) 出展資格 

第 12 回アジア/オセアニア国際老年学会議の趣旨をご理解いただける医療関連の

機器・薬品・試薬・サービスなどを製造又は取り扱う企業・団体 

［注］展示内容等が本総会の主旨にそぐわない場合、出展をお断りする場合もご

ざいます 

   

5) 基本仕様 

B-1 スペース小間  

［基本仕様］ 

 6.0㎡/小間 ※2コマ以上でお申し込みください 

 スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを実施の上お引渡しいたしま

す。 

 スペース小間をご希望の場合は最低限の特別装飾を行ってください。 

 

B-2 基礎小間 

［基礎小間 仕様］ 

 スペース： 2m×3ｍ（6㎡）／小間 

 仕様： 3方に壁面パネル（高さ 2,100㎝程度） 

  社名サイン 1枚（W900×H200白ベース、黒文字） 

  ※社名版のデザインは全ブース統一 

  蛍光灯一灯／小間、コンセント 2口 

 

B-3 書籍展示 机 2本（W1,800×D900/本） 

［書籍展示 仕様］ 

 展示用テーブル 2本（W1,800×D900×H700テーブル） 

 テーブル用白布 ２式 

 

B-4 簡易展示小間  

［基本仕様］ 

 机 1本（W1,800×D900） 

 電源 1 口 

※バックパネルやライト、社名版、白布はオプションで申込みいただけま

す。 
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［禁止事項］ 

 装飾物、展示物の高さは制限がございます。事前にスポンサー事務局にご

相談ください。 

 床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）は原則禁止いたします。 

※電源工事、電気代、清掃費、ゴミ処理費用は別料金となります。 

 

［電気・給排水について］ 

 出展者の希望により、有償で電気（交流単相二線式 100V50Hz）を供給いた

します。ご希望の場合は、スポンサー事務局までお申し出ください。 

 水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則禁止といたします。 

 

6) 小間の割当て 

 小間の割当ては出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮

し、申込締切後に主催者が決定し､各出展者へ通知いたします。 

 出展者はこの割当てに対する異議申立てはできませんのでご了承ください。 

 小間位置はパッケージスポンサーが優先されます。 

 出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うこ

とは禁止します。 

 

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、ATAカルネの制度をご利用くださいください。詳細は、スポンサー事務局にお

問い合わせください。 

 

8) 会場の管理 

会場及び出展物の保全について、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、及び小間内における人的災害の発生について、学

会事務局、学会運営事務局は責任を負いません。 

 

9) その他 

展示会場入場用の出展社パスをお渡しいたします。 

お渡しするパスでは第 12回アジア／オセアニア国際老年学会の講演会場及び関連プ

ログラムへの参加はできません。学会プログラムを聴講希望の場合は、別途参加証を

ご購入ください。 

 

 

 

10) お申し込みから当日までの流れ 

～2022年 12月末 大会 HP「SPONSORSHIP ＆ EXHIBITION」ページ内の申込フォー

ムよりお申込みください。 

貴社展示ブースの企画（展示内容等）をご提出ください。 

小間割りの参考とさせていただきます。 

2023年２月末（予

定） 

小間割りをご案内いたします。 

ご案内の小間割りに従って貴社ブースの装飾・運営を調整く

ださい。 

事務局からご請求書をお送りいたします。 

2023年２月末（予

定） 

事務局より展示の実施要項をお送りします。 

 当日のオプション申し込みなどを行ってください。 

 オプション申し込みに基づき、事務局よりお見積りをお送

りします。 

特殊装飾などを予定される場合は、確定前に事務局にイメー
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ジ案をご提出ください。 

2023年 5月 事務局よりオプションお申し込み分のご請求書をお送りいた

します。会期前までにお支払いをお願いします。 

2023年 6月 11日～

15日 

第 12回アジア／オセアニア国際老年学会にて、展示ブースの

運営をお願いします。 

2023年６月末 当日追加・変更となった差額のオプション申し込み分のご請

求書をお送りいたします。 

1か月以内にお支払いをお願いします。 
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C：広告協賛 募集概要 
 

［参加者への配布物］ 
第12回アジア／オセアニア国際老年学会の参加者に配布するアイテムへの記者広告・ロ

ゴ掲載を募集します。 

 

C-1～4 2023 IAGG-AORポケットプログラム広告 

 配布対象： 当日参加者 

 作成部数： 2,000部（予定） 

 作成費： 3,000,000円（税別）  

 協賛費及び募集数： 協賛総計 2,400,000円（税別） 

① ポケットプログラム広告 表4 カラー  300,000円（税別） 

② ポケットプログラム広告 表2・3 カラー 250,000円（税別） 

③ ポケットプログラム広告 後付1 カラー  150,000円（税別） 

④ ポケットプログラム広告 後付1/2 カラー 100,000円（税別） 

※①および②はパッケージスポンサー枠に含む 

 掲載サイズ：A5 （予定）※様式はお申込み後にご連絡いたします。 

 

C-7 ストラップロゴ掲載 

 配布対象： 当日参加者 

 提供数： 2,000本程度 

 募集数： プラチナスポンサー枠にて対応 

 仕様： 学会にて制作するネームカードストラップに企業ロゴを掲載 

 制作のタイミングやロゴの規定については別途ご案内します。 

 

C-8 コングレスバッグロゴ掲載 

 配布対象： 当日参加者 

 作成部数： 2,000部（予定） 

 協賛費： 2,000,000円（税別） 

 募集数： パッケージスポンサー枠にて対応 

 掲載サイズ：仕様確定次第、ご連絡いたします。 

 

C-11 コングレスバッグ広告同封 

 配布対象： 当日参加者 

 作成部数： 2,000部（予定） 

 協賛費： 500,000円（税別） 

 募集数： 5社想定 

 同封物について： 

［印刷物の場合］1点A4サイズ以下2ページ（両面）まで 

［物品の場合］ 食品の同封は不可 

  サイズA4サイズ以下・厚さ1㎝以下 

 封入物を事務局指定の場所にお送り頂きます。 
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［広報・広告アイテム］ 
 

C-6 アプリバナー広告 

 広告媒体名：2023 IAGG-AOR アプリバナー 

 協賛費： 200,000円（税別） 

 募集数： 7社想定（パッケージスポンサー枠にて対応） 

 広告仕様：  

 バナー広告データは貴社でご準備ください。 

 サイズ：高さ210 横幅1,536 pixel（予定）  

 形 式：png 

 掲載期間：大会アプリ公開開始～学会終了後アプリサポート終了まで （予

定） 

 

C-9 ブレークコーナーロゴ 

 広告媒体名：2023 IAGG-AOR ブレークコーナー案内ロゴ 

 協賛費： 250,000円（税別） 

 募集数： 7社想定（パッケージスポンサー枠にて対応） 

 広告仕様： ブレーク会場・スペースの案内看板などに企業ロゴを掲載 

 

C-10 公式ホームページロゴ掲載 

 広告媒体名：2023 IAGG-AOR HPロゴ・バナー掲載 

（公式HPトップページに掲載） 

 協賛費： 200,000円（税別） 

 募集数： 10社想定（パッケージスポンサー枠含む） 

 広告仕様： 会社HPへのリンクとなります。 

 データ： ロゴデータをご提供ください。 

 掲載期間： データ及びご入金確認後～学会終了時（予定） 

 

C-12 セッション間の CM放映（15秒程度 

 広告媒体名：2023 IAGG-AOR 講演幕間CM 

 協賛費： 500,000円（税別） 

 募集数： 8社想定 

 広告仕様： セッション間の休憩時間等に貴社CMを放映します。 

 データは貴社でご準備ください。 

 15秒以内 

 形式：mp4 

 

C-13 エントランスバナーロゴ掲載 

 掲示場所: パシフィコ横浜ノース 1階受付付近 

 制作部数： 1枚 

 協賛費： 100,000円（税別） 

 募集数： 7社想定（パッケージスポンサー枠にて対応） 

 仕様： 仕様決定後データのご案内をさせていただきます。 

 

1) お申し込みからの流れ 

～2022年 12月末 大会 HP「SPONSORSHIP ＆ EXHIBITION」ページ内の申込フォ

ームよりお申込みください。 

申込確定後、広告・データ作成の仕様書をお送りいたしま

す。仕様書に従い、データをご準備ください。 

事務局からご請求書をお送りいたします。 
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パッケージスポンサー・協賛アイテム申込方法 

 

1 お申込み方法 
大会 HP「SPONSORSHIP ＆ EXHIBITION」ページ内の申込フォームよりお申込みくださ

い。（下記 URLよりお申込みいただいても構いません。） 

お申込み後、申込受付完了メール（自動返信メール）をお送りいたします。 

メールが届かない場合はお問合せください。 

 

お申し込みフォーム https://forms.gle/rHp5WTskkhqojB836 

 

2 申込受付期間 
項目 締切 

パッケージスポンサー 

Platinum 

2022年 9月末日 Gold 

Silver 

協賛アイテム（個別） 

A：共催プログラム 2022年９月末日 

B：展示 2022年 12月末日 

C：広告・ロゴ掲載 2022年 12月末日 

ただし募集枠数に達し次第、申込みを締め切る場合もございます。 

 

3 支払方法 
お申込み確認後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。 

請求書日付より 1ヶ月以内に指定の口座へお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。 

 

※振込手数料は、スポンサー企業様にてご負担願います。 

※小切手等によるお支払いは受け付けません。 

※お振込み口座は個別にご案内申し上げます。 

 

4 キャンセルポリシー 
① 申込書提出後の取消しは、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の取消を希望される場合は文書にて事情を説明し、主

催者と協議の上決定させていただきます。 

取り消しが認められた場合、その時点での発生経費ついてご請求させていただくこ

とがございます。 

 

② やむを得ない事情により、会期および会場を変更する場合があります。 

この変更を理由として原則出展申し込みを取り消すことはできません。 

延期の場合は、すでにお申し込みの内容については原則、延期日程にスライドさせ

ていただきます。 

またこれらの変更によって生じた損害は補償いたしません。 

 
③ 感染対策について 

現時点では現地開催を基調とした実施を希望・想定しておりますが、感染状況によ

っては、感染対策を優先した運営をさせていただく場合がございます。 

https://forms.gle/rHp5WTskkhqojB836
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開催形態等変更の場合は、改めてご報告させて頂きます。 

セミナー席数を会場側と協議の上変更する可能性がございます。 

 

5 お問い合わせ先 
第 12回アジア/オセアニア国際老年学会事務局 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 

東京都千代田区三番町２ 三番町 KSビル 

TEL：03-3263-8688 FAX：03-3263-8693 

E-mail：iagg2023@c-linkage.co.jp 

 


