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第 17回 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 

2020＋3全国大会 in とちぎ（北関東三県合同開催） 広告協賛のお願い 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本協会の事業推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

介護保険法が施行され「二十歳」を超えた今、介護支援専門員２３年の歩みの総括とこれからの時代 

の支援の在り方や価値を問い直す大会となるよう実行委員総力で準備をしております。 

つきましては、本全国大会の広告・協賛を募集いたします。本全国大会の趣旨にご賛同いただき、皆様のご 

協力、応援を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

 

１．開 催 日  ２０２３（令和５）年１０月２１日（土） ～１０月２２日（日） 

２．開 催 場 所  ライトキューブ宇都宮（〒321-0965栃木県宇都宮市宮みらい 1-20） 

３．定 員  会場８００名、オンライン２，０００名 

４．広告協賛について 

 （1）大会誌サイズ Ａ４ １判 

 （2）発行予定数 ３，０００部 

 （3）大会誌広告掲載料金 

 種類 価格 作成サイズ（横㎜×縦㎜） 

裏表紙 20万円 A4 257×181 カラー 

表紙裏 10万円 A4 257×181 白黒 

裏表紙裏面 10万円 A4 257×181 白黒 

広告ページ 1貢 7万円 A4 257×181 カラー 

広告ページ 1貢 5万円 A4 257×181 白黒 

広告ページ 1/2貢 3万円 A5 124×181 白黒 

広告ページ 1/4貢 2万円 A6 124× 87 白黒 

   ※各広告枠のサイズは、別紙をご参照下さい。 

  ※簡単に広告を出していただけるよう、広告のひな型（テンプレート）も用意させていただきました。 

   会社名、住所、電話番号、キャッチコピーなどを指定の様式に入力していただければ、簡単に広  

告を出していただけます。会社のロゴマークの有り無し。それぞれ 1/2貢 1/4貢と４種類のパタ 

ーンを用意しました。(別紙参考パターンをご参照ください) 



   ※ひな型（テンプレート）を使用していただいても価格は変わりません。 

   ※掲載順はお申込み順とさせていただきます。 

※お申込みいただいた事業所、団体、企業様には 1部献本と大会参加招待券（１名１枚分）をお渡し

させていただきます。 

（4）大会協賛金 

   一口 １０，０００円     

＊大会誌に事業所名、団体名、企業名を掲載させて頂きます。 

（5）大会ホームページ バナー広告 

  一企業 ５，０００円 

  募集期間  ：（申し込み）     ２０２３年９月２０日（水）まで 

        ：（原稿 締め切り日）２０２３年９月３０日（土）まで 

  掲載位置  ：トップページのフッター部分 

   掲載期間  ：申し込み後順次掲載～２０２３年１２月３１日（日）まで 

   バナーの作成：申込様にて作成してください 

バナーの規格：GIFまたは JPEG形式（ただし、アニメーション形式は不可） 

             ：横１０００ピクセル×縦５００ピクセル 

（余白、上下左右５０ピクセル含む・背景は白のみ） 

        ：２MB以内 

 

 

５．申し込み・入金・広告原稿入稿方法  

※大会ホームページ「広告・協賛応募手順のご案内」http://tcma.jp/zenkoku2023/をご覧ください。 

※本大会がやむを得ない事情で中止になった場合でも、既に受領済みの協賛金等はお返しできません。 

 



＜広告 ・ 協賛応募手順のご案内＞ 

【お申し込み】ご記入漏れがないようにお願い致します。 

（ＦＡＸの場合）別紙申込書をとちぎケアマネジャー協会事務局にお願い致します。 

申込後、受付完了のメールを送信させて頂きます。 

ＦＡＸ番号 ０２８－６４３－１３１９ 

（申込フォームの場合）日本介護支援専門員協会2020＋3全国大会inとちぎホームページ

よりアクセスし、「協賛・広告申込フォーム」に必要事項を記入の上、送信

をお願い致します。折り返し確認メールが届きます。 

大会ホームページ：http://tcma.jp/zenkoku2023/ 

      ●申し込み 締め切り日： ７月３１日（月） 

【入金について】申込後10日以内に指定の口座にご入金をお願い致します。また、申込

完了後、返信メールに入金用の整理番号を記載いたしますので、入金時にご氏名の前に

番号をご記載いただきますようお願いいたします。また、領収書をご希望の方は、申込

時にご記入ください。 

お振込先 ＜銀行名＞足利銀行 東支店  普通預金 口座番号 ５０７３３７４ 

＜口座名義＞日本介護支援専門員協会全国大会 2020inとちぎ 

＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願い致します。 

※協賛希望につきましては、こちらで手続き完了となります。 

 

【以下は広告のみ】 

大会ホームページに掲載してある所定のサイズで広告作成願います。 

（注意）お申し込みしたサイズと間違わないようにお願い致します。 

※ひな型（テンプレート）での広告をご希望の方は、こちらからのメールに記載されて

いるURLから「ひな形」をダウンロードしていただき、下記の専用アドレスに添付し送

信してください。 

 

 

   広告の作成が完了いたしましたら、専用アドレスに添付し送信して下さい。 

   広告入稿用専用アドレス： koukoku@2023.tcma.jp  

 件名欄には「日本介護支援専門員協会 全国大会広告」とご記入下さい。 

 広告原稿 締め切り日： ８月１０日（木） 

※広告データはＰＤＦにデータ変換していただき送付をお願い致します。 

※テンプレート使用の方はご入力されたデータをそのままのデータで送付をお願いい 

たします。 

     データ容量大きくメールで送れない等ございましたら事前にご連絡下さい。 

 

 

校正チェック希望者につきましては、校正後印刷業者より直接確認のメールが届き

ますので、早めにご確認をお願い致します。 

２万円以上の広告、協賛をお申し込み頂きました事業所、団体、企業様等につきま

しては、大会誌１部献本、大会参加招待券（1名1枚分）をお渡しさせて頂きます。 

 

http://tcma.jp/zenkoku2023/


＜バナー広告応募手順のご案内＞ 

【お申し込み】ご記入漏れがないようにお願い致します。 

（ＦＡＸの場合）別紙申込書をとちぎケアマネジャー協会事務局にお願い致します。 

申込後、受付完了のメールを送信させて頂きます。 

ＦＡＸ番号 ０２８－６４３－１３１９ 

（申込フォームの場合）日本介護支援専門員協会2020＋3全国大会inとちぎホームページ

よりアクセスし、「バナー広告申込フォーム」に必要事項を記入の上、送信

をお願い致します。折り返し確認メールが届きます。 

（共通）広告・協賛と併せて申し込みは可能です。 

大会ホームページ： http://tcma.jp/zenkoku2023/ 

募集期間   ：（申し込み）２０２３年９月２０日（水）まで 

【入金について】申込後10日以内に指定の口座にご入金をお願い致します。 

また、申込完了後、返信メールに入金用の整理番号を記載いたしますの 

で、入金時にご氏名の前に番号をご記載いただきますようお願いいたしま

す。また、領収書をご希望の方は、申込時にご記入ください。 

お振込先 ＜銀行名＞足利銀行足利東支店  普通預金 口座番号 ５０７３３７４ 

＜口座名義＞日本介護支援専門員協会全国大会 2020inとちぎ 

＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

【バナー広告作成について】 

申込者様にて作成をお願いします。 

 所定の形式・サイズにてバナー広告を作成していただき、専用アドレスに添付して下

さい。 

   広告入稿用専用アドレス： banner@2023.tcma.jp  

 件名欄には「日本介護支援専門員協会 全国大会バナー広告」とご記入下さい。 

  原稿 締め切り日： ９月３０日（土） 

 

 

 

【バナー掲載】     

お申込み後、令和５年１２月３１日まで順次掲載いたします 

掲載位置：トップページのフッター部分 

 

※メールが届かない場合には迷惑メールフォルダをご確認ください。 

 

６．お問合せ先 

   特定非営利活動法人とちぎケアマネジャー協会 事務局 

〒320-8508 栃木県宇都宮市若草 1 丁目 10 番 6 号 とちぎ福祉プラザ 3 階 
電話：０２８－６４３－１３０７ ＦＡＸ：０２８－６４３－１３１９ 

E-mail:  info@2020.tcma.jp 

 

mailto:info@2020.tcma.jp


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イメージ 日本介護支援専門員協会 2020＋3全国大会 in とちぎ 広告枠サイズ 
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210mm  
イメージ 日本介護支援専門員協会 2020＋3全国大会 in とちぎ ひな型（テンプレート） 

※ロゴマークのデザインによってはレイアウトが一部変更になる可能性があります。 

 

 

ひな型（テンプレート）  

 



 

とちぎケアマネジャー協会 行 

 

申込締切 広告・協賛 ７月３１日（月）  バナー広告 ９月２０日（水） 
全国大会 in とちぎ（北関東三県合同開催） 

 広告・協賛・バナー広告申込書 

 
申込日    年    月    日 

貴社名 

貴団体名 

（協賛の場合にはこちらに記載の名称が記載になります） 

 

住所 
〒 

 

担当者名 
 

 
部署名 

 

ＴＥＬ 
 

 
ＦＡＸ 

 

 

E-mail 
 

            ＠ 

備考 領収証希望 □あり□なし  広告校正後チェック希望 □あり□なし 

広告、協賛、バナーの欄に☑をつけてください。 

□ 第 17回日本介護支援専門員協会２０２０＋3全国大会 in とちぎに広告を申し込みます。 

 ＊ご希望の申込み欄に○印をつけてください。 

申込み 種類 価格 作成サイズ（横㎜×縦㎜） 

 裏表紙 20万円 A4 210×297 カラー 

 表紙裏 10万円 A4 210×297 白黒 

 裏表紙裏面 10万円 A4 210×297 白黒 

 広告ページ 1貢 ７万円 A4 210×297 カラー 

 広告ページ 1貢 5万円 A4 210×297 白黒 

 広告ページ 1/2貢 3万円 A5 210×148 白黒 

 広告ページ 1/4貢 2万円 A6 105×148 白黒 

 テンプレート使用希望  1/2頁、1/4頁対象 

□ 第 17回日本介護支援専門員協会 2020＋3全国大会 in とちぎに協賛を申し込みます。 

  １口 １０,０００円 × ［     ］ 口 ＝        円 

□第１７回日本介護支援専門員協会 2020＋3全国大会 HPのバナー広告に申し込みます 

 ５，０００円 

 お問合せ先（土日を除く 9:30～15:30） 
特定非営利活動法人とちぎケアマネジャー協会 
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草 1 丁目 10 番 6 号 

とちぎ福祉プラザ 3 階 
電話：028－643-1307 ＦＡＸ：028-643-1319 

E-mail:  info@2020.tcma.jp 

FAX ０２８－６４３－１３１９ 
 


