2017
中国リハビリテーション医学会総合学術年度大会
国際リハビリ機器展覧会

ご出展・協賛のご案内

中国リハビリテーション医学会

2017 中国リハビリテーション医学会総合学術年度大会/
国際リハビリ機器展覧会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、2017 中国リハビリテーション医学会総合学術年度大会は、2017 年 12
月 8 日～10 日に中国北京・国家会議センターにて開催致します。
本大会はメインフォーラム及び約 20 のサブフォーラムで構成されており、関連省
庁の責任者による主旨報告、国内外の専門家による講演が行われ、日本、アメリカな
ど世界各国のリハビリ医学団体、中国全国のリハビリテーション施設、病院関係者が
出席する予定です。さらに、第 1 回中米リハビリフォーラム、アメリカ Mayo Clinic
シンポジウム、中国リハビリ医学会科学技術成果賞及び年度優秀賞等の授賞式も開催
致します。大会期間中に中国および国際リハビリテーション医学団体の研究開発の最
新成果発表、経験交流、技術革新やリハビリ医学の未来発展の討論などを行う予定で、
中国リハビリテーション医学分野で最もレベルが高く、最大規模の祭典となります。
さらに、本大会と同時に 2017 国際リハビリ機器展覧会を開催致します。国内外
のリハビリ機器の研究開発の最新成果、業界関係者や専門家との交流、企業の技術や
商品 PR、利用者の購買プラットフォームとしてご活用できます。
（出展内容：スマー
トケアのリハビリ機器、リハビリロボット、リハビリ医療診断評価機器、リハビリ医
療及び介護機器、日常生活のリハビリ機器及び補助器具、健康介護機器、障害者向け
サービスプラットフォーム、リハビリ医学教学トレーニング関連機器等）
本大会は中国各地よりリハビリ・医療関係者が集まります。中国リハビリの現状に
ついての情報収集、病院や関連施設関係者とのネットワーク構築、技術や商品 PR、
販売ルートの拡大などにご活用して頂けます。
皆様のご参加、お待ちしております。
敬具
中国リハビリテーション医学会
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１．大会スケジュール及び参加費用
①大会スケジュール
■2017 中国リハビリテーション医学会総合学術年度大会
日程

時間

会議内容

12 月 8 日

終日

大会参加受付、展覧会搬入

08:00～08:30 入場受付

12 月 9 日

開幕式、主催者挨拶
メインフォーラム
08:30～12:30
①国家部門責任者の基調講演
②国内外専門家講演
13:00～17:00
終日

第 1 回中米リハビリ医学フォーラム
中国・アメリカの専門家講演
国際リハビリ機器展覧会（1 日目）

08:00～12:00 各専門委員会のサブフォーラム
12 月 10 日

※

13:00～17:30 アメリカ Mayo Clinic シンポジウム
終日

国際リハビリ機器展覧会（2 日目）

※サブフォーラム（予定）：
嚥下リハビリ専門委員会フォーラム、上半身リハビリ標準化治療セミナー、めまいリ
ハビリフォーラム、遠距離リハビリフォーラム、リハビリ評価フォーラム、重症リハ
ビリフォーラム、リハビリ技術転化と産業発展フォーラム、呼吸リハビリフォーラム、
作業リハビリフォーラム、地域リハビリフォーラム、高齢者リハビリフォーラム、パ
ーキンソン病と運動障害リハビリフォーラム、手機能リハビリフォーラム、痛み緩和
リハビリフォーラム、リハビリ教育フォーラム、理学療法リハビリフォーラム
②フォーラム参加費：
会員価格： 一般 RMB1,000 、学生 RMB800
企業参加： 出展者：1 名様分無料、その他ご参加の場合会員価格と同様
出展者以外： RMB1,000
③参加登録
中国リハビリテーション医学会
公式ホームページ：http://www.carm.org.cn/
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２．ご出展及び協賛募集
① 出展募集
名称

2017 中国リハビリテーション医学会総合学術年度大会
2017 中国リハビリテーション医学会国際リハビリ機器展覧会

場所

中国北京・国家会議センター

日程

会 議：2017 年 12 月 8 日―10 日
展覧会：2017 年 12 月 9 日―10 日（搬入日 12 月 8 日）

テーマ

リハビリドリーム、健康ドリーム、強国ドリーム

主催

中国リハビリテーション医学会

協力

中国リハビリ補助器具協会、中国障害者リハビリ協会、
中国リハビリ技術転化及び発展促進会、中国医師協会

後援

中華医学会、香港リハビリ医学会、台湾健康医学会、アメリカ
Mayo Clinic、アメリカリハビリ医学会(ACRM)、アメリカリハビ
リ医師協会（AAP）アメリカ医学会リハビリ学会（AARM）、ア
メリカ華人リハビリ医師協会（AACRP）

運営

安莫思（北京）市場策劃有限公司（IMS 北京）

出展範囲

スマートケアのリハビリ機器、リハビリロボット、リハビリ医療
診断評価機器、リハビリ医療及び介護機器、日常生活のリハビリ
機器及び補助器具、健康介護機器、障害者向けサービスやプラッ
トフォーム、リハビリ医学教学トレーニング関連機器等

出展ブース

標準ブース（12 ㎡：3m×4m）
費用：15,000 元/12 ㎡
標準装備：
①パーテーション
②カーペット
③社名板×1（中国語・英語）
④スポットライト×2
⑤折畳椅子
⑥受付台
⑦電源
⑧ゴミ箱
⑨会議参加資格 1 名様分
※標準装備無しで場所のみ提供も承っております。

出展申込締切 2017 年１１月 24 日（金）
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② 大会協賛スポンサー募集
■スポンサー募集
スポンサー種類

特典内容

1）ダイヤモンドスポンサー サブフォーラムにて 20 分講演、標準ブース 5 小間、
価格：100 万人民元
会議参加資格 5 名分、会場壁面広告 5 個、案内板広
告 20 個、地面案内広告 2０個、大会用ドリンクに
企業名と LOGO、ランチ弁当箱に企業名と LOGO、
飲食協賛企業名、
会議入場バッジに企業名と LOGO、
資料バッグ内に会社案内チラシ、資料バッグ外に企
業名と LOGO、プレス発表会がある場合は参加のご
招待及び挨拶スピーチ
2）プラチナスポンサー
価格：60 万人民元

サブフォーラムにて 15 分講演、標準ブース 3 小間、
会議参加資格 3 名分、会場壁面広告 3 個、案内板広
告 10 個、地面案内広告 10 個、大会用ドリンクに
企業名と LOGO、ランチ弁当箱に企業名と LGOO
（1 日）、飲食協賛企業名（1 日）、会議入場バッジ
に企業名と LOGO、資料バッグ内に会社案内チラシ、
資料バッグ外に企業名と LOGO、プレス発表会があ
る場合は参加のご招待及び挨拶スピーチ

3）ゴールドスポンサー

サブフォーラムにて 10 分講演、標準ブース 2 小間、

価格：30 万人民元

会議参加資格２名分、会場壁面広告 2 個、案内板広
告 5 個、地面案内広告 5 個、資料バッグ内に会社案
内チラシ、飲食協賛企業名（1 日）、プレス発表会が
ある場合は参加のご招待

4）シルバースポンサー
価格：20 万人民元

標準ブース 1 小間、会議参加資格２名分、会場壁面
広告 2 個、案内板広告 5 個、地面案内広告 5 個、資
料バッグ内に会社案内チラシ、飲食協賛企業名（1
日）、プレス発表会がある場合は参加のご招待

5）ブロンズスポンサー
価格：10 万人民元

標準ブース 1 小間、会議参加資格２名分、会場壁面
広告 2 個、案内板広告 2 個、地面案内広告 2 個、資
料バッグ内に会社案内チラシ、飲食協賛企業名（1
日）、プレス発表会がある場合は参加のご招待

※ダイヤモンド、プラチナ、ゴールドなどランク順に記載されます。
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■個別協賛広告（一部抜粋）※その他の広告は別添付資料をご参照ください。
広告種類
1）壁面広告

詳細
場所：館内通路、会議会場内

価格（RMB）
20,000/個

限定数量：20 個
2）案内板広告

場所：館内通路、会議会場通路、

1,500/個

展示会場通路
限定数量：30 個
3）バッジストラップ広告

入場用バッジのストラップ

50,000/全部

4）入場用バッジ広告

入場用バッジ

80,000/全部

5）資料バッグ広告

会議資料用バッグ

50,000/全部

6）12 月 9 日全体大会

休憩エリア

100,000

休憩エリア

50,000

飲食休憩協賛企業
7）12 月 9 日 Mayo Clinic
シンポジウム飲食休憩協賛企業
8）12 月１０日全大会

150,000

ランチ協賛企業

■協賛広告イメージ：
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3．お問い合わせ
担当者：草島、鈴木
日本・東京事務局

E-mail：crexpo@ims-aaa.com
TEL：03-3555-0555
FAX：03-3555-3222
担当者：

中国・北京事務局

王飛

E-mail：fuzhibolanhuiwang@163.com

張莉

E-mail：575635173@qq.com

丁禕航

E-mail：xiaohangdyh@163.com

TEL：+86-10-64466868/6967
FAX：+86-10-64466925
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