
 

 

 

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 

広告掲載および企業展示募集のご案内 

 

謹啓  

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、このたび、2017 年 11 月 18 日（土）〜19 日（日）に 

「第 7 回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会」を電気ビルみらいホール（福岡県福岡市中

央区渡辺通り 2 丁目 1−82）にて開催する運びとなりました。 

 本研究会は「先進的な技術を現場で有効活用することについて研究し、その成果をすべての人に還元

する」の主題のもと発足され、年を追う毎に盛会となり、前大会では参加者が 250 名を超えるほどの会

となりました。 

 今回は「（仮）地域社会の中でのロボットが果たす役割」をテーマに、特別講演、教育講演、パネル

ディスカッション、一般演題を企画しております。 

 予定参加職種としましては、医師、理学療法士、作業療法士等の医療職から福祉施設等に勤務する看

護職介護職、工学関係者など様々な職種の方々約 250 名の参加を見込んでおり、ロボットリハビリテー

ションおよびケアに関する活発な討論が期待されます。 

 当日は大会プログラムを作成し、配布させていただく予定にしております。また会場ホワイエでは機

器展示を行い、実際のロボットを見て、触って体験いただくブースを設ける予定でおります。 

 つきましては、誠に恐縮ではございますが、本会の趣旨にご賛同のうえ、広告掲載、企業展示のご協

力を、ここにお願い申し上げる次第でございます。貴社からの広告掲載、企業展示により一層充実した

会になるものと考えております。 

 末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

2017 年 5 月吉日  

 

 

日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会 

第 7 回研究大会長 入江 暢幸 

（福岡リハビリテーション病院 副院長） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 7 回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 

 協賛趣意書  

会期：2017 年 11 月 18 日（土）〜19 日（日） 

会場：電気ビルみらいホール 
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                 開催概要                                       

 

 大会名称 第 7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 

 大会テーマ  「（仮）地域社会の中でのロボットが果たす役割」 

 主催     日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会、福岡リハビリテーション病院 

 会期     2017年 11月 18日（土）〜19日（日） 

 会場     電気ビルみらいホール（福岡県福岡市中央区渡辺通 2−1−82） 

 参加者数   約 250名 

 大会長    入江 暢幸（福岡リハビリテーション病院 副院長） 

 実行委員長  池尻 道玄（福岡リハビリテーション病院 リハビリテーション部） 

 

･･････････････････････････････････････主なプログラム････････････････････････････････････････ 

１） 特別講演 

浅見豊子氏 （佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科診療教授） 

２） 教育講演 

竹林崇氏 （吉備国際大学保健科学研究科作業療法学専攻准教授） 

河島則天氏 （国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部 

 神経筋機能障害研究室長） 

３） パネルディスカッション 

主催者指定演者 3名 

４） 一般演題 

 （口述）26 演題 
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             収支予算書                

第 7回 日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 収支予定書 

収入                             

項目 単価 数量 計 備考 

研究大会参加費 5,000 200 1,000,000   

器械展示 75,600 10 756,000 税込 

抄録広告 54,000 5 270,000 税込 

バナー広告（大） 54,000 2 108,000 税込 

バナー広告（中） 32,400 2 64,800 税込 

バナー広告（小） 21,600 2 43,200 税込 

合計     2,242,000   

支出                             

項目 金額 数量 計 備考 

会場利用料 

（11/18） 

基本使用料（全日） 400,000 1 400,000   

セット料金 70,000 1 70,000   

プロジェクター 50,000 1 50,000   

小計 520,000   520,000   

会場利用料 

（11/19） 

基本使用料（9-17時） 250,000 1 250,000   

セット料金 70,000 1 70,000   

プロジェクター 50,000 1 50,000   

世話人会会場費 16,000 1 16,000   

小計 386,000   386,000   

会場利用料合計 906,000   906,000   

抄録作成     270,000   

講師謝礼     400,000   

弁当 500 250 125,000   

無線レンタル 2,000 10 20,000   

通信（郵送）費     150,000   

人件費 10,000 30 300,000   

名札 6 400 2,500  

ネームホルダー 54 300 16,200  

雑費 52,300   52,300   

合計     2,242,000   
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           広告掲載 募集要項            

１）大会抄録集への掲載 

1. 広告媒体名 「第 7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 抄録集」 

2. 発行日    平成 29年 11月発行予定 

3. 判型      A4版縦長（モノクロ） 

4. 発行部数   250部（予定）  

5. 掲載予定数  5口 

6. 料金     ¥54,000（税込） 

7. 原稿     Ａ５版横長、データ(イラストレーター、ワード、パワーポイント等)をご送付お願 

いいたします。病院や施設については、スタッフ等の募集広告でも可能です。(原 

稿返却はできませんので、あらかじめご了承ください。)    

8. 申込締切日  2017年 7月 31日 

9. 入稿締切日  2017年 8月 31日 

10. 振込先口座  別紙申込書にご記入のうえ申し込み後、ご連絡いたします。 

11. お支払方法  申込書を確認後、請求書を送付いたしますので、締切日までに指定の口座にお振込 

み下さい。 

12. 申し込みに  広告の掲載順・レイアウト等につきましては、基本的にお申込順を優先に実行委員 

関する 会にて検討いたしますが、レイアウトの関係もあり、最終的には大会長が決定いた 

注意事項  します。 

 

２）バナー広告 

大会ホームページトップページに貴社広告バナーを掲載いたします。そこから貴社ホームページにリン

クするなど各種インフォメーションをご提供ください。 

1. 料金     （大）¥54,000（税込） 

（中）¥32,400（税込） 

（小）¥21,600（税込） 

 

         お申込・お問い合わせ先           

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 

 〒819−8551 福岡県福岡市西区野方7−770 

 福岡リハビリテーション病院 内（担当：池尻道玄） 

 E-mail：info-roboreha@frh.or.jp  

 TEL：092−812−1555   FAX：092−811−0330 
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           企業展示 募集要項            

1. 会場  電気ビル 4階 みらいホール ホワイエ 

2. 展示料金 ¥75,600（税込） 

3. 標準小間 1小間（幅 2,500mm×奥行 600mm） 

※協賛していただく企業の数によっては変更させていただく可能性があります。  

4. 標準装備   展示机 1台 

※電源など詳細は申し込み後、ご連絡いたします。  

5. 募集小間数 10小間（予定） 

6. 申込締切日 2017年 7月 31日 

7. 振込先口座 別紙申込書にご記入のうえ申し込み後、ご連絡いたします。 

8. お支払方法 申込書を確認後、請求書を送付いたしますので、締切日までに指定の口座にお振 

込み下さい。 

9. 展示に関す ※原則として展示料金の返却は致しません。 

る注意 ※出展物その他の出展企業の財産の保全管理は各出展企業におきましては責任を 

もって対応されますようお願いいたします。展示期間中の事故、損害は主催者は 

一切の責任は負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              お申込・お問い合わせ先           

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 

 〒819−8551 福岡県福岡市西区野方7−770 

 福岡リハビリテーション病院 内（担当：池尻道玄） 

 E-mail：info-roboreha@frh.or.jp  

 TEL：092−812−1555   FAX：092−811−0330 
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申込期限：2017 年 7 月 31 日 

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 行 

【FAX】092−811−0330 

申込日：2017年   月   日 

 

            お申込・お問い合わせ先              

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 

 〒819−8551 福岡県福岡市西区野方7−770 

 福岡リハビリテーション病院 内（担当：池尻道玄） 

 E-mail：info-roboreha@frh.or.jp  

 TEL：092−812−1555   FAX：092−811−0330 

第 7 回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 

広告掲載申込書 
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申込期限：2017 年 7 月 31 日 

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 行 

【FAX】092−811−0330 

申込日：2017年   月   日 

 

            お申込・お問い合わせ先              

第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 事務局 

 〒819−8551 福岡県福岡市西区野方7−770 

 福岡リハビリテーション病院 内（担当：池尻道玄） 

 E-mail：info-roboreha@frh.or.jp  

 TEL：092−812−1555   FAX：092−811−0330 

第 7 回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会 

企業展示申込書 


