
 

 
 
【発 行 日】 2017 年 12 月下旬(予定) 

 

【発行部数】 4,000 部 

 

【作成費用明細】編集、印刷、製本費 － 2,500,000 円 

 

【版  形】 A4 判 

 

【原  稿】 広告版下は、デジタルデータ*での入稿を受付けております。 

 《データ入稿の諸注意》 

 ・使用 OS を明記してください。  ※Mac／Win （バージョン含む） 

 ・作成アプリケーションを明記してください。 
 
 ■Adobe Illustrator の場合  ※Adobe Illustrator CS6 までが対応可能です。 

 ・フォントのアウトライン処理をしてください。 

 ・写真の解像度にご注意ください。 
 
 ■PDF の場合 

 ・印刷用途向け PDF（PDF/X-1a）にしてください。 

 ・フォントは埋め込みもしくはアウトライン処理をしてください。 

 ・写真の解像度にご注意ください。（推奨解像度：350dpi） 
 
 （他のアプリケーションについてはお問い合わせください） 
 
 ・必ず出力見本をご同封ください。 

 ・広告データはモノクロまたは、グレースケールで作成してください。 

 ・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御請求申し上げる

 場合がありますので予めご了承ください。 

 ※メールで入稿データを送る場合、必ず見本用の PDF データも合わせてお送りください。 
 
 *清刷・フィルム入稿について 

 昨今のデジタル化の流れにより印刷会社でもスキャナ事業の縮小を行っており、基本的に

 広告原稿はデータ入稿にて受付をさせて頂きます。アナログ原稿での入稿の場合、画像の

 鮮明さが損なわれる「モアレ」が起こります。デジタルデータのご用意ができない場合のみ、

 アナログデータでの受付をさせて頂きますが、「モアレ」の可能性をご理解の上、入稿いただ

 きますよう、お願いいたします。 

プログラム予稿号 広告募集要項 



【掲載料金】 

 料金（総額） 募集数 

表紙 4（カラー） 324,000 円 申込終了 

表紙 2 216,000 円 申込終了 

表紙 3  162,000 円 申込終了 

後付け 1 頁 86,000 円 6 社 

後付け 1/2 頁 54,000 円 10 社 

募集合計金額 ： 1,758,000－ 

 

【申込方法】 添付の申込書に必要事項を記入し、FAX でお申し込みください。 

 

【申込・原稿締切日】 2017 年 11 月 12 日（日）必着 

 

【そ の 他】 お申込確認後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。掲載料金は請求書を以って指

定口座にお振込みください。振込手数料はお申込者ご負担とさせていただきます。 
なお、お申込後 10 日以内に請求書がお手元に届かない場合は、申込書が届いていない恐

れがございますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 
 

【プログラム予稿号の寄贈】 

お申込いただきました各企業に、プログラム予稿号を 1 部寄贈いたします。 
 

【お問い合わせ・申込先】 

 株式会社 オフィス・テイクワン内 
 日本総合健診医学会 第 46 回大会 運営事務局 
 広告担当 大平 
 〒451-0075 名古屋市西区康生通二丁目 26 番地 

TEL：052-508-8510 ／ FAX：052-508-8540 
E-mail：jhep46@cs-oto.com 

 



 

 
 

掲載場所 サイズ 掲載料金（総額） 募集数 

TOP ページ内 
横 170 ピクセル×縦 50 ピクセル以内 

（GIF、JPEG、PNG 形式） 
54,000 円 3 社 

 

【ホームページ名】 日本総合健診医学会 第 46 回大会ホームページ 

 URL  http://www.cs-oto.com/jhep46 
 

【内 容】 ○大会長挨拶 ○演題募集         ○採択演題一覧 

 ○プログラム ○事前参加登録      ○各種研修会案内 

 ○市民公開講座 ○会場案内        ○宿泊・交通案内 

 ○託児室のご案内            ○リンク 

 

【掲 載 期 間】 御申込日より会期終了約 1 カ月後まで 
 

【申 込 方 法】 別紙申込書に必要事項を記入し、FAX にてお申し込みください。 
 

【締 切】 枠数が埋まり次第、締め切らせていただきます。 
 

【バナー送付方法】 事務局より承認の連絡がありましたら、メール添付にてお送りください。 

 各社ホームページ等にリンクいたします。URL 情報も併せてご提供ください。 

容量：1MB 以内 

※FLASH はモバイル機器で見られないため不可とさせていただきます。 

※アニメーションを活用される場合、画像の切替や点滅等の間隔が極端に短いもの

は提出できません。 

※広告内容や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。 

※下記に該当する広告はお取り扱いできません。 

・政治活動に係るもの  ・宗教活動に係るもの 

・風俗営業にかかるもの  ・個人宣伝に係るもの 

・誇大俗悪なもの        ・美観を害するもの 

・公衆に対して不快の念を与えるおそれがあるもの 

・当学会の準備・開催に支障となるおそれがあるもの 

・以上に掲げるもののほか、事務局が不適当と認めるもの 
 

【そ の 他】 掲載料金は、請求書記載の期日までに指定口座にお振り込みください。 

 期日までにお振込が困難な場合は、下記お問い合せ先までご連絡ください。 
 

【お問い合せ・お申込先】 
 株式会社 オフィス・テイクワン内 
 日本総合健診医学会 第 46 回大会 運営事務局 
 広告担当 大平 
 〒451-0075 名古屋市西区康生通二丁目 26 番地 

TEL：052-508-8510 ／ FAX：052-508-8540 
E-mail：jhep46@cs-oto.com 

ホームページバナー 広告募集要項 



日本総合健診医学会 第 46 回大会 

プログラム予稿号 広告掲載申込書 
 

プログラム予稿号 申込 

表紙 4（カラー） 324,000 円 申込終了 

表紙 2 216,000 円 申込終了 

表紙 3  162,000 円 申込終了 

後付け 1 頁 86,000 円  

後付け 1/2 頁 54,000 円  

   

ホームページバナー 54,000 円  

 ◇申込欄に○印でお示しください 

 

※予稿号の原稿について、原稿締切日（2017 年 11 月 12 日（日））までに提出されていない場合は、掲載をお断

りする場合がございます。  
 

 募集規定により上記の通り申し込みます。 

       年   月   日 

 

ふりがな 

貴社名 

所在地  〒 

部署 

ご担当者 

TEL FAX 

E-mail                                          請求書：   要  ・  不要

 

原稿返送先（上記住所と異なる場合のみご記入ください） 

 

 【申込先（お問い合わせ）および原稿送付先】 

株式会社 オフィス・テイクワン内 

日本総合健診医学会 第 46 回大会 運営事務局 

広告担当 大平 

〒451-0075 名古屋市西区康生通二丁目 26 番地 

TEL：052-508-8510 ／ E-mail：jhep46@cs-oto.com FAX 送信先：052-508-8540

申込締切日：2017 年 11 月 12 日（日） 


