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■ 共催セミナー 

■ 各種広告協賛 

■ 企業展示・書籍展示 

■ 寄附金 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

会  期 ： 2023年6月30日（金）～7月2日（日） 

会  場 ： 御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 

会  長 ： 中野 泰志（慶應義塾大学経済学部 心理学教室） 

名誉会長 ： 根岸 一乃（慶應義塾大学医学部 眼科学教室） 

開催趣意書・募集要項 



ご 挨 拶 
 

 
 

謹啓 
 

第24回日本ロービジョン学会学術総会は2023年6月30日（金）～7月2日（日）の3日間、御茶ノ水ソラシティ 

カンファレンスセンターで開催させて頂くことになりました。日本ロービジョン学会関係者各位に厚く御礼を

申し上げます。 

 
本会のテーマは「ライフステージに応じた早期介入」といたしました。世界に先駆け、2050年には日本の100歳以

上の人口は50万人を超えると予測されています。一生涯を通してQuality of life（QOL）の維持向上のために、

ビジョンサポートが更に必要な時代になると思われます。 

 
オープニングレクチャーとして、障害者政策委員会の座長である石川准先生に国連障害者権利条約や改

正障害者差別解消法を踏まえた医療・教育・福祉のあり方に関してご講演いただき、特別講演として、英

国王立盲人協会（RNIB）のStevie Johnson先生にECLOという英国の早期介入システムについてご講演いた

だく等、様々なプログラムを予定しています。 

 
学会運営は参加費をもって賄うべきでありますが、学会発表、教育には多大の費用がかかるのが現状です。質

素倹約を旨として運営を行い、参加費を集めましてもまだ多額の不足が予想されます。 

つきましては、諸費用ご多端の折、誠に恐縮ではございますが、諸事情をご賢察の上、何卒貴社のご支援・ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

末筆ながら貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2022年9月吉日 

 

第24回日本ロービジョン学会学術総会  

会 長 中野 泰志 

（慶應義塾大学経済学部 心理学教室） 

 

名誉会長 根岸 一乃 

（慶應義塾大学医学部 眼科学教室） 



開 催 概 要 
 

 

1. 学会名称 

第24 回日本ロービジョン学会学術総会 

公式ホームページ：http://www.lowvision2023.net/ 

 

2. 会期 

2023 年6 月30 日（金）～7月2 日（日） 

 

3. 会場 

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-６ 

TEL: 03-6206-4855 

 

4. 参加人数  

500 名（予定） 

 

5. 組織構成 

会  長  中野 泰志（慶應義塾大学経済学部 心理学教室） 

名誉会長 根岸 一乃（慶應義塾大学医学部 眼科学教室） 

運営事務局：スタッフルームタケムラ有限会社 

 

6. プログラム（予定） 

日程 時 講演会場 展示会場 学術展示会場 

6月30日 

（金） 

午前（11:00開始予定） オープニングレクチャー 

機器/書籍 

展示 
ポスター 

供覧・討論 昼 ランチョンセミナー 

午後 
教育講演、教育セミナー、アフタヌーンセミナー 

一般演題（口演） 

7月1日 

（土） 

午前 
モーニングセミナー、一般演題（口演）、 

特別講演 
機器/書籍 

展示 

ポスター 

供覧・討論 昼 ランチョンセミナー 

午後 総会、シンポジウム、特別講演 

7月2日 

（日） 
午前 モーニングセミナー、クロージングレクチャー 

機器/書籍

展示 
― 

 

7．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 

各種共催申込に関しまして、日本製薬工業協会の「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「共催企業様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、学会等の会合開催にかか 

る費用を公開することについて了承いたします。 

 

 

8．協賛関係に関するお問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 



共催セミナー募集要項 
 

学会期間中に講演会場を用いて、「共催セミナー」を下記の要領にて開催いたします。 

 

■開催概要 

（1）参加人数 500名（予定） 

（2）開催場所 御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 

（3）開催日時 2023年6月30日（金）～7月2日（日）の各日における60分（予定） 

 

（4）会場形式と共催費用 

枠番号 
開催日時 
（予定） 

開催時間 
（予定） 会場名 

会場席数 
（予定） 

共催費用 
（税別） 

LS1 
6月30 日（金） 12:00～13:00 

第1会場 2F ソラシティホール 550 席 ¥1,200,000.- 

LS2 第2会場 1F RoomC 180 席 ¥800,000.- 

LS3 
7 月1 日（土） 12:00～13:00 

第1会場 2F ソラシティホール 550 席 ¥1,200,000.- 

LS4 第2会場 1F RoomC 180 席 ¥800,000.-   

AS1 7 月1 日（土） 15:10～16:10 第1会場 2F ソラシティホール 550 席 ¥1,000,000.-  

MS1 7 月1 日（土） 8:00～9:00 第1会場 2F ソラシティホール 550 席 ¥1,000,000.-  

MS2 7 月2 日（日） 8:00～9:00 第1会場 2F ソラシティホール 550 席 ¥1,000,000.-  

※ LS：ランチョンセミナー、AS：アフタヌーンセミナー、MS：モーニングセミナー 

※ 席数および開催時間は予定です。仕様により席数は若干増減することがございます。ご了承ください。 

 
 ■共催費内訳 

（1）会場使用料 

（2）基本機材使用料（以下参照） 

①映像機材：液晶プロジェクター１面投影（スクリーン、オペレーター等一式） 

②音響機材：座長席・演者席・進行席のマイク各1 本、質疑応答用フロアマイク 

③備  品：卓上ライト、レーザーポインター、USB キーボード・マウス、 

液晶モニター２台（座長・演者）、資材・飲食物配布テーブル 

 

■共催費に含まれないもの 

（1）参加者食費：各セミナーとも貴社負担とし、日替わりにて同一金額といたします。 

手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 

（ LS ）ランチョンセミナーお弁当代金：¥1,500 消費税別（予定） 

（ AS ）アフタヌーンセミナー軽食代金：¥1,300 消費税別（予定） 

（ MS ）モーニングセミナー軽食代金：¥1,300 消費税別（予定） 

形式：LS 弁当 / AS・MS 軽食  数量：各社希望数 

（2）運営スタッフ：進行係、お弁当（または軽食）・資料配布係、アナウンス係、照明係 

（3）接遇費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金、宿泊費等 

（4）看板･チラシなど制作物費用：各社にて作成されたチラシ等は、総合受付の付近にデスクをご用意いたします 

ので、各社にて設置ください。 

（5）控室料金：控室利用料および控室での飲食、機材等 

※ 共催費に含まれない看板、備品、飲食等のオプション品に関するご発注は、開催約1ヵ月前頃にご案内予定の申

し込み書よりお申し込みください。 

 

■セミナー枠決定 

（1）会場と開催日の割り振りにつきましては、主催者にご一任ください。 

（2）申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社において交換 

することはできません。 

 



 ■座長・演者・講演内容 

 （1）座長・演者及びテーマは、主催者とご相談の上、ご決定ください。 

 （2）座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等の確認）については、貴社にてご対応をお願い 

いたします。 

 

演題名、座長および演者は、事前に主催事務局（会長）にご承認を得た上で、講師依頼を進めてください 

ますようお願いいたします。 

尚、企画内容や講師が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場合がございます。予めご了 

承ください。 座長・演者との連絡折衝は貴社に一任いたします。 

 

   手 順 

Step1：テーマ&講師案を主催事務局へご相談の上、ご承諾をお取りください。 

Step2：候補者を「候補」として事務局までご連絡ください。 

 Step3：講師の方へ依頼、講師決定 

Step4：テーマおよび講師情報が決定しましたら事務局までご連絡ください。 

※ Step2 までは募集締切時点までにお済ませください。 

 

 ■講師抄録原稿の提出 

第24回日本ロービジョン学会学術総会「プログラム・抄録集」に、共催セミナー抄録を掲載する予定 

です。演者への抄録執筆依頼につきましては貴社にてお願いいたします。 

※ 抄録執筆依頼要項の詳細は、別途ご連絡いたします。ご提出期限は2023年2月中旬の予定です。 

 

 ■お申込み方法・お申込み期限 

総会ホームページよりお申込みください。 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

申込締切日： 2022年11月30日（水） 

※セミナーを複数お申し込みの場合は、通信欄にその旨をご記入の上お申込みください。 

  

■当日運営の詳細 

映像機材・控室・参加者弁当等の追加手配の詳細につきましては、学会約1ヵ月前頃にご案内申し上げ 

ます。また、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承く 

ださい。 

 

 ■お申込み後のスケジュール 

共催セミナー申込開始 2022年8月上旬頃～ 

共催セミナー申込締切 2022年11月30日（水） 

講師&タイトル情報の「候補・予定」登録締切 同上 

セミナー枠決定（会場通知） 2022年12月中旬頃 

共催費ご請求書送付 2023年1月頃～ 

講師&タイトル情報の「決定」（「講師&タイトル連絡表」提出）締切 2022年12月下旬 

座長のことば、演者抄録、略歴提出締切 2023年2月中旬頃 

当日運営要項送付（オプション手配のご案内） 2023年4月上旬～中旬頃 

共催費振込期限 2023年3月31日（木） 

当日飲食等オプション手配品締切 2023年6月初頃 

オプション手配品請求書送付 2023年6月末 

オプション手配品分振込期限 2023年7月31日（月） 

 

■共催費のお支払い 

共催費の請求書は、セミナー枠決定後にお送りします。請求書到着後、期日までに指定の銀行口座にお振 

込みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 ■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

https://lowvision2023.net/
mailto:24thlv_sec@staffroom.jp


広告掲載募集要項（プログラム・抄録集） 

 

■広告募集詳細 

（1）媒体名       『第24回日本ロービジョン学会学術総会 プログラム・抄録集』 

（2）規格と部数     A4判・カラー / 印刷なし（大会ホームページにPDFにて公開：PW設定あり） 

（3）配布対象者       本学術総会参加者および関係機関 

（4）制作費と広告料   媒体制作費 ¥1,700,000.-  広告料総額 ¥1,440,000.- 

（5）広告料（消費税別） 

掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表4（裏表紙） 1 頁 ¥150,000.- 縦 27cm×横18cm 程度・カラーページ 1 社 

表2（表紙の裏） 1 頁 ¥120,000.- 縦 27cm×横18cm 程度・カラーページ 1 社 

表3（裏表紙の裏） 1 頁 ¥100,000.- 縦 27cm×横18cm 程度・カラーページ 1 社 

後付 1 頁 ¥90,000.- 縦 27cm×横18cm 程度・カラーページ 1 社 

後付 1 頁 ¥80,000.- 縦 27cm×横18cm 程度・白黒ページ 6 社 

後付 1/2 頁 ¥50,000.- 縦 13cm×横18cm 程度・白黒ページ 10 社 

 

 ■広告掲載頁決定・注意事項 

（1）各広告掲載のページ割等は、申込締め切り後に主催者で決定いたします。ご一任ください。 

（2）申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは、申込社 

同士において交換することはできません。 

 

 ■お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。総会ホームページよりお申込みください。 

 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

申 込 締 切 日：2023年2月18日（土） 

広告版下締切日：2023年2月25日（土）必着 

 

＜オンライン入稿の場合＞ 

広告版下は完全版下にて、PDFデータ（解像度350dpi以上）をご用意の上、事務局まで送付してくだ 

さい。 

＜E-mail・郵送による入稿の場合＞ 

25MB以内のデータはPDFデータにてE-mail（24thlv_sec@staffroom.jp ）にてお送りください。25MBを超 

えるデータはCD-Rにて、運営事務局（協賛担当）までご郵送ください。イラストレーターデータの場合 

はアウトライン処理の上、出力見本を添付ください。紙焼きの場合も同様に郵送にて承ります。 

※ 紙焼きの場合は、運営事務局まで、書留または宅配便にてご送付ください。必ず学会名を明記して 

ください。 

※ 当方では版下の作成はいたしません。 

※ イラストレーターのデータをお送りいただく場合は、CS6以下のバージョンで、アウトラインをかけ 

たデータをCD-Rなど記録媒体に保存してお送りください。また、必ず出力見本をつけてください。 

※ ページ割につきましては、主催事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 

 ■広告料のお支払い 

広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。請求書到着後、期日までに指定の銀行口座にお振込 

みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 

（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 

■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801  E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

https://lowvision2023.net/
mailto:24thlv_sec@staffroom.jp


広告掲載募集要項（三つ折りリーフレット） 

 

■広告募集詳細 

（1）媒体名             『第24回日本ロービジョン学会 三つ折りリーフレット』 

（2）配布対象者          学会参加者、会員他 

（3）発行予定日        1. 2022年 12月初旬 

                2. 2023年 4月初旬 

（4）申込書提出締切日  1. 2022年10月30日  

2. 2023年 2月28日  

（5）発行部数            2,000部（A４版 / 3つ折り / カラー） 

（6）制作費と広告料      媒体制作費 \300,000（概算）- 広告料総額 \200,000 

（7）広告データ作成      DTPデータで提出してください。 

                     メール送付される場合は、出力確認用のPDFを添付してください。 

※必ず校了出力紙を添付してください。 

                      ※イラストレーター・フォトショップでのデータ入稿をお願いいたします。 

                      （トラブル回避のため、画像は埋め込まず、リンクでお願いいたします） 

                      ※印刷用PDFデータの入稿も可能です。 

（解像度にご注意ください） 

            ＜拡大・縮小について＞ 

             原稿の拡大・縮小は当方で対応できますが、倍率によって品質が落ちることが 

あります。 

（8）広告料（消費税別）   

広告料 広告スペース 募集数 

¥100,000.- 
枠有 縦8㎝  横19㎝ 

枠無 縦10㎝  横21㎝ 
2 社 

 

■広告掲載決定・注意事項 

（1）広告スペースは申込締め切り後に主催者にて決定いたします。ご一任ください。 

（2）申込社が主催者の許可無くスペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士に 

おいて交換することはできません。 

 

■お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。総会ホームページよりお申込みください。 

 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

申 込 締 切 日：2023年2月18日（土） 

デ ー タ締切日：2023年2月25日（土）必着 

※ バナーデータは貴社にて作成の上、下記運営事務局までメールにてご送付ください。 

（当方ではデータの作成はいたしません）。 

 

 ■広告料のお支払い 

広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。請求書到着後、期日までに指定の銀行口座にお振込 

みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 

（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 

 ■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 

E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

 

https://lowvision2023.net/
mailto:24thlv_sec@staffroom.jp


広告掲載募集要項（ホームページバナー） 
■広告募集詳細 

（1）媒体名         『第24回日本ロービジョン学会学術総会 ホームページ』 

（2）ホームページアドレス  https://lowvision2023.net 

（3）掲載期間        データ受信後（10日以内～会期終了） 

（4）対象者          本学術総会参加者および関係機関 

（5）制作費と広告料     ホームページ制作費 ¥555,000.- 広告料総額 ¥440,000.- 

（6）ファイル形式        GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

（7）広告料（消費税別） 

掲載ゾーン 掲載ページ 広告料 データサイズ 募集数 

Ａゾーン 全ページ ¥80,000.- 幅200×高40 ピクセル 4 社 

Ｂゾーン TOPページのみ ¥30,000.- 幅234×高60 ピクセル 4 社 

（8）画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広告掲載決定・注意事項 

（1）バナーの掲載位置等は、申込締め切り後に主催者にて決定いたします。ご一任ください。 

（2）申込社が主催者の許可無くスペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士に 

おいて交換することはできません。 

 

■お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。総会ホームページよりお申込みください。 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

申し込み日より総会終了まで 

※ バナーデータは貴社にて作成の上、下記運営事務局までメールにてご送付ください。 

（当方ではデータの作成はいたしません）。 

 

 ■広告料のお支払い 

広告料の請求書は、申込書が到着しましたら、1か月以内にお送りします。請求書到着後、期日までに 

指定の銀行口座にお振込みください。 

なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 

（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 

 ■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 

E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

 

 

 

 

  メニュー 

 （フレーム）          メイン画面 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

                     

Ｂ 234×60 
Ａ 200×40 

 
Ａ 200×40 

 
Ａ 200×40 

 
Ａ 200×40 

 

Ｂ 234×60 

Ｂ 234×60 

Ｂ 234×60 
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企業展示・書籍展示募集要項 

 

■展示日程（予定） 

2023年6月30日（金） 08:00～10:00 出展企業搬入・設営 

2023年6月30日（金） 11:30～18:00 展示 

2023年7月 1日（土） 08:00～18:00 展示 

2023年7月 2日（日） 08:00～12:30 展示 

2023年7月 2日（日） 12:35～15:00 出展企業撤去・搬出 

※ プログラムにより若干の時間変更をする場合があります。 

 

 ■展示会場（予定） 

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター  

（1）2F Entrance HALL（総合受付付近） 

（2）2F Reception HALL（第1会場前ロビー） 

（3）2F Terrace Room（ポスター展示会場内） 

（4）1F Room B（ポスター展示会場内）        

  

■展示小間仕様・料金（Ａタイプ：企業・器械展示） 

（1）企業展示料金  1小間：150,000円（消費税別） 

（2）募集数     9小間（予定）※お申し込み多数の際は、主催者に一任いただきます。 

（3）小間仕様・イメージ図（1小間）  

①1小間のスペースは、間口2,700mm×奥行900mmです。 

②バックパネル（高さ2,100mm）を立てます。 

③パネルに社名板を設置します。ロゴを指定される場 

合は、別途料金をお支払いいただきます。 

④展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を 

                                                    用意します。 

⑤コンセント1個（単相100V 0.5kw / 平行2口） 

⑥標準装備に含まれないものに関しましては、有料で 

                                                    別途手配可能です。 

                                                    改めて運営事務局よりご案内させていただきます。 

 

■展示小間仕様・料金（Ｂタイプ：ロービジョングッズ展示） 

（1）企業展示料金    1小間：60,000円（消費税別） 

（2）募集数          6小間（予定）※お申込み多数の際は、主催者に一任いただきます。 

（3）小間仕様・イメージ図（1小間） 

 

①1小間のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

②バックパネル（高さ2,100mm）を立てます。 

③社名板はご用意いたしません。 

④展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を 

                            用意します。 

⑤電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれな 

いものに関しましては、有料で別途手配可能です。 

                             改めて運営事務局よりご案内させていただきます。 

  

 

■展示小間仕様・料金（Ｃタイプ：教育施設他・紹介展示） 

（1）企業展示料金    1小間：13,000円（消費税別） 

（2）募集数          5小間（予定）※お申込み多数の際は、主催者に一任いただきます。 

（3）小間仕様・イメージ図（1小間） 
                      

①1小間のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

②展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm）を用意します。 

③電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないも 

のに関しましては、有料で別途手配可能です。 

                           改めて運営事務局よりご案内させていただきます。 

 

W1,800 
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■展示小間仕様・料金（書籍展示） 

（1）書籍展示料金  机1本：10,000円（消費税別） 

（2） 募集数     3本（予定）※お申込み多数の際は、主催者に一任いただきます。 

（3） 展示仕様・イメージ図（1本） 

 

①1台のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

②展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm）を用意します。 

③電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないも 

のに関しましては、有料で別途手配可能です。 

                          改めて運営事務局よりご案内させていただきます。 

 

  

■小間の配置 

 （1）各社小間（スペース）の割り当ては、申込締め切り後に主催者で決定いたします。 

（2）出展社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士 

において交換することはできません。 

（3）申込締め切り後、レイアウト等の兼ね合いから、申込スペースの調整をする場合もあります。予めご 

了承ください。 

 

 ■物品販売について 

医療機器、医療用品を除く「一般雑貨」に限り、物品販売のご相談を承ります。 

ご希望される場合は、事前に主催者側にご相談ください。 

 

 ■当日運営の詳細 

追加手配の詳細につきましては、学会約1ヶ月前頃に改めてご案内申し上げます。また、追加手配にかか 

る費用につきましては、別途請求書を発行いたします。 

 

 ■補償 

出展社、及びその受託会社が、他社の小間、展示物、主催者の設備、および人身等に損害を与えた場合、 

その補償は各出展社が責任を負うものとします。万一、展示物の損害・減失・盗難等の被害が発生した場 

合も、主催者は責任を負いかねますのでご注意ください。また、展示会場、及び出展申込み状況等の理由 

により、展示規模や仕様の変更、または展示会の延期・中止における出展社への影響や発生する費用は、 

各出展社の責任において対処いただきます。 

 

 ■お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。総会ホームページよりお申込みください。 

 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

申込締切日：2023年2月28日（土） 

 

 ■出展料のお支払い 

広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。請求書到着後、期日までに指定の銀行口座にお振込 

みください。なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 

（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 

 

 ■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 
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寄附金募集要項 

 
■募金の名称 

第24 回日本ロービジョン学会学術総会 

  

 ■募金目標額 

3,000,000 円 

 

 ■募金期間 

2022 年8月1 日（月）～2023 年6月29 日（木） 

 

 ■寄附金の使途 

第24 回日本ロービジョン学会学術総会の準備、及び運営経費 

 

 ■募金責任者 

中野 泰志（慶應義塾大学経済学部 心理学教室） 

 

 ■寄附金を必要とする理由 

本総会には約600名の参加者が見込まれていますが、会議の準備、運営に要する費用は、総額約19,557千 

円が必要と推算され、その不足は覆うべくもなく、諸団体および諸企業の方々のご支援を仰がざるを得な 

いのが実状でございます。つきましては、上記の趣旨をご理解いただき、何卒、貴社のご支援・ご協力を 

賜りますようお願いいたします。 
 

 ■お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。総会ホームページよりお申込みください。 

 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 
 

なお、ご寄附をいただきました企業様には、プログラム・抄録集への企業名記載を予定しておりますが、 2023 

年3月以降にお申し込みをいただきました企業様につきましては、企業名の記載が対応出来ない場合がございま 

すので、予めご了承ください。 

 

■寄附金口座 

  下記口座へお振込みください。 

 

   振込先銀行：東京信用金庫 高田馬場支店 (店番：007) 普通 口座番号４１１４７６５ 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 

（ﾀﾞｲ24ｶｲﾆﾎﾝﾛｰﾋﾞｼﾞﾖﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ） 

 

※寄附金に対する免税措置はご用意しておりませんので、予めご了承ください。 

また、寄附金に対する請求書の発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 

 

■お申込み・お問い合わせ先 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 

E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

 
 

https://lowvision2023.net/
mailto:24thlv_sec@staffroom.jp


協賛申込みについて 

 

第24 回日本ロービジョン学会学術総会の各種協賛申込みは、オンライン登録を採用させていただいており 

ます。FAX の未着やお申込情報の誤入力等を防ぐため、お手数ではございますが、オンライン登録にご協力 

をお願いいたします。 

インターネット環境がない場合やオンラインによる登録が不可能な場合は、下記運営事務局（協賛担当）ま 

でお問合せください。 

 

【 総会ホームページURL：https://lowvision2023.net 】 

 
 

※個人情報の利用目的 

お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。また、個人情報 

は第三者へは開示いたしません。 

 

 

【 協賛に関するお問い合わせ先 】 

第24回日本ロービジョン学会学術総会 運営事務局 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内 

TEL：03-5287-3801 

E-mail：24thlv_sec@staffroom.jp 

 

 

 

 

 

https://lowvision2023.net/
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第24回日本ロービジョン学会学術総会

収支予算 

 

 

  ＜ 収入 ＞  

1. 参加費収入                                      ¥5,680,000 
 

 

1）事前登録（480名想定）                                             ¥4,210,000 

2）当日登録（120名想定）                                             ¥1,470,000 

 

2. 抄録集販売                       ¥4,000 
 

3. 共催セミナー                   ¥7,700,000 
 

4. 広告料                          ¥2,288,000  

 

5. 展示                                   ¥1,985,500 
 

6. 寄附・補助⾦                           ¥3,000,000 
 
 

総  収  入      ¥20,657,500 
 
 

  ＜ 支出 ＞ 
 
1. 会場使用料                            ¥6,000,000 

 

2. 事前準備費                            ¥3,710,000 
 

1）印刷・制作物関係                                                 

ポスター  /  封筒（角2，長3）/  レターヘッド                               ¥275,000 

三つ折りご案内（2回）                                                   ¥330,000 

プログラム・抄録集                                                       \1,700,000 

2）参加登録受付                                                              \300,000 

3）ホームページ作成  /  演題処理                                              \605,000 

4）通信費                                                                     \500,000 

 

3. 当日運営費                                   ¥10,220,000 
 

1）機材費                                                                   \3,190,000 

2）看板装飾・展示関係費                                                   \2,420,000 

3）招待関係費                                                                 \700,000 

4）備品・消耗品費                                                             \330,000 

5）会議費                                                                      \500,000 

6）当日運営人件費                                                            \440,000 

7）事務局委託費                                                            \2,640,000 

 

4. 事後処理費                                ¥310,000 
 

1）事後処理費                                                         ¥200,000 

2）会計監査費                                                                 \110,000 

 

5. 予備費                                        ¥417,500 
 

 

総  支  出        ¥20,657,500  

 


