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～明るい未来の話をしようか～

VETS EXPO 2018

第３回大獣医療展

獣 医 療 未 来 会 議

出展･協賛のご案内



獣医療の未来、冷静に考えてみればけっして楽しい話ばかりではありません。

だからこそ未来を夢見て語り合うひとときも必要だろう、ということで

「獣医療未来会議」をテーマに第3回大獣医療展を開催します。

未来を歩む獣医師に、未来につなぐテクニックとモノをマッチングするための

イベントを、今回はセミナーも“明るい未来”の話だけに限定してお届けします。

今回より主催は株式会社グラッド・ユー＆株式会社グロースに

統括本部をHJSにしてよりパワーアップしました。

より良い獣医療を未来につなぐための2日間、ぜひご参加ください。

「VETS EXPO 2018」開催にあたって

VETS EXPO 2018 統括本部長
有限会社スピリッツ
HJS 代表 中島 尚志



本イベントのみどころ

「VETS EXPO」は 出展企業様が主役のイベントです！

【出展企業様の直接的な施策】

●ブースでの商品展示･販売
●セミナーでのご講演

【主催者企画での間接的な施策】

●明日にも使える実践的な実習
●直接、見て触れる
製品デモンストレーション

獣医師
出展企業への
誘引を促進する
施策を展開！

直接的な
アプローチ！

ブースでの展示･販売、セミナーでのご講演だけでなく
出展企業様と獣医師とのコミュニケーションの場を創出

「VETS EXPO」は、出展企業様と一緒に創るイベントです！



■イベント名： 第3回大獣医療展 VETS EXPO 2018

■会 期： 2018年9月5日 (水） ～ 6日 (木)

5日：10:00～20:00 6日：10:00～19:00

■会 場： 大さん橋ホール （住所：横浜市中区海岸通1-1-4）

■展 示 会： 展示ブース42小間、販売ブース7小間（予定）

※本年度はビジネスブース・PRブースのご用意はございませんので、ご了承ください。

■セミナー ： 出展社様 実習＆デモ 10-12セッション（予定）

出展社様 聴講型セミナー 17セッション（予定）

HJS主催 先制医療フェス、超音波未来会議 10セッション（予定）

■予定来場者： 獣医師及び医療関係者 約1,000人

■統 括 本 部： 有限会社スピリッツ HJS事務局

■主 催： 株式会社グラッド・ユー 株式会社グロース

■運 営： 株式会社イベント・レンジャーズ

開催概要



会場レイアウト（案）

前回開催に引き続き、すべて角小間・2面解放の展示ブースをご用意させていただきました。
回遊性の高いブースレイアウトも、出展企業様また獣医師様より大変ご好評をいただいております。
セミナー会場では「マイクの音がききにくい」といったお声を解消するため、
大型セミナー会場（A/B）の四隅にスピーカー配置し、聴講環境の改善を図ってまいります。

すべて角小間＆２面解放 回遊性の高い展示ブース

※レイアウトは変更の可能性がございますので、ご了承ください。



9/5
（水）

9/6
（木）

A会場
出展社 聴講型セミナー

B会場
HJS主催セミナー

C会場
出展社 実習orデモ

D会場
出展社 実習orデモ

E会場
出展社 実習orデモ

10:00- 10:00-

出展社聴講型セミナー①

9/5（水）
先制医療フェス

9/6（木）
超音波未来会議

出展社
実習orデモ

11:00- 11:00-

出展社聴講型セミナー②

出展社
実習orデモ

12:00- 12:00-

出展社聴講型セミナー③
（ランチョン）

出展社
実習orデモ

13:00- 13:00-

出展社聴講型セミナー④
14:00- 14:00-

出展社聴講型セミナー⑤
（スイーツ）

15:00- 15:00-

出展社聴講型セミナー⑥
16:00- 16:00-

出展社
実習orデモ

出展社聴講型セミナー⑦
17:00- 17:00-

出展社
実習orデモ

出展社聴講型セミナー⑧
18:00- 18:00-

出展社
実習orデモ

出展社聴講型セミナー⑨
（ディナー※9/5のみ）

19:00- -

セミナースケジュール（案）

※セミナースケジュールは変更になる可能性がございます。また、聴講型でもC/D/E会場となる場合もございます。あらかじめご了承ください

入れ替え

入れ替え

入れ替え

入れ替え

入れ替え

入れ替え

入れ替え

入れ替え



開催概要①出展メニュー：展示+実習orデモ

※4小間をお申込の出展社様：お申込順でお好きな小間位置を優先的にお選びいただけます。
※2小間をお申込の出展社様：4小間でのご出展社様のブース位置決定後、お申込順でお好きな小間位置をお選びいただけます。
※出展内容・企画により、主催者がブース位置を決めをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セミナー枠は、ご講演および質疑応答を含みます。
※サポートプランは、セミナー内容により、金額が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

申込受付締切：2018年5月18日（金）必着

■基本備品 1ブースにつき、以下の備品が出展料に含まれます。
・ブース壁面+パラペット 1式 ・社名版(W200×H1500) 1枚
・長机（W1500×D600） 1本 ・折りたたみイス 3脚
・蛍光灯 40W 1本 ・コンセント 500W2口 1個

※基本備品以外のご相談も承りますのでご相談ください。

ブース展示＋実習orデモのセミナー枠（ご講演時間:100分/160分）がセット

ご出展プラン ベーシックプラン サポートプラン

＊セミナー手配について ※出展社様にてセミナーの企画立案、講師･機器･備品の手配 ※HJSにてセミナー講師・機器・備品の手配をサポート

＊チケット売上について ※開催セミナーのチケット売上の50%を出展社様へ還元 ※開催セミナーのチケット売上は主催者に帰属

ブース1小間でのご出展 350,000円 450,000円

ブース2小間でのご出展 560,000円 660,000円

ブース4小間でのご出展 900,000円 1,000,000円

■プラン別のご出展料

※本年の開催より、出展企業様からの直接的なアプローチをより高めていただくため、展示ブース＋セミナー（実習orデモ/聴講型）を出展基本メニューとさせていただきます。

※セミナー枠は、現在、残りわずかとなっております。セミナー枠が埋まり次第、セミナーお申し込みは受付終了とさせていただきます。
セミナー枠終了後は、出展ブースのみのお申込受付となりますので、予めご了承ください。（ベーシックプラン同様、1小間 350,000円の出展料金となります。）



開催概要①出展メニュー：展示+聴講型セミナー

※4小間をお申込の出展社様：お申込順でお好きな小間位置を優先的にお選びいただけます。
※2小間をお申込の出展社様：4小間でのご出展社様のブース位置決定後、お申込順でお好きな小間位置をお選びいただけます。
※出展内容・企画により、主催者がブース位置を決めをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セミナー枠は、ご講演および質疑応答を含みます。
※サポートプランは、セミナー内容により、金額が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

申込受付締切：2018年5月18日（金）必着

■基本備品 1ブースにつき、以下の備品が出展料に含まれます。
・ブース壁面+パラペット 1式 ・社名版(W200×H1500) 1枚
・長机（W1500×D600） 1本 ・折りたたみイス 3脚
・蛍光灯 40W 1本 ・コンセント 500W2口 1個

※基本備品以外のご相談も承りますのでご相談ください。

■プラン別のご出展料

ブース展示＋聴講型セミナー枠（ご講演時間:40分）がセット

ご出展プラン ベーシックプラン サポートプラン

＊セミナー手配について ※出展社様にてセミナーの企画立案、講師･機器･備品の手配 ※HJSにてセミナー講師・機器・備品の手配をサポート

ブース1小間でのご出展 350,000円 450,000円

ブース2小間でのご出展 560,000円 660,000円

ブース4小間でのご出展 900,000円 1,000,000円

※本年の開催より、出展企業様からの直接的なアプローチをより高めていただくため、展示ブース＋セミナー（実習or/聴講型）を出展基本メニューとさせていただきます。

※セミナー枠は、現在、残りわずかとなっております。セミナー枠が埋まり次第、セミナーお申し込みは受付終了とさせていただきます。
セミナー枠終了後は、出展ブースのみのお申込受付となりますので、予めご了承ください。（ベーシックプラン同様、1小間 350,000円の出展料金となります。）



■販売ブース：来場者向けの物品販売ブース
ご来場者へ商品サービスを紹介・販売いただけます。

※出展に際しては、事務局にて内容確認の上、承認した企業または個人への提供とします。
出展料等の詳細は、事務局までお問合せください。

①出展メニュー：販売ブース

■基本備品

1ブースにつき、以下の備品が出展料に含まれます。

・長机（W1500×D600） 1本
・折りたたみイス 3脚
・コンセント 500W2口 1個
・社名サイン（卓上） 1個

※2小間ブースは、1小間を横につなげたサイズとなります。
※基本備品以外のご相談も承りますのでご相談ください。

申込受付締切：2018年5月18日（金）必着



②セミナーオプションメニュー

※講演時間は40分間とさせていただきます。質疑応答は、各ブースで対応をお願いいたします。

豪華弁当50食付 ￥200,000（税抜）
■ランチョン 1枠（40分）
定員:50名
※現在9/6（木）のみ受付中

～『前回までの開催ではすべて満席！ランチョンセミナープラン』～

■ディナー 1枠（40分）
定員:50名

～『前回までの開催ではすべて満席！ディナーセミナープラン』

※イメージ ※イメージ

申込受付締切：2018年5月18日（金）必着

スイーツ50食付 ￥150,000（税抜）
■スイーツ 1枠（40分）
定員:50名

～新設『スイーツセミナープラン』～

豪華弁当50食付 ￥250,000（税抜）

出展基本プランに含まれますセミナーに、集客力の高いオプションメニューをご用意いたしました。



開催概要③スポンサーメニュー
～大会抄録（ダウンロード版)へ広告掲載できます～■大会抄録（ダウンロード）

プログラムへの広告掲載 A4サイズ１頁 ￥50,000（税抜）

～来場者が着用するパスに御社のロゴを掲載できます～■来場者パスへのロゴ掲載

※掲載スペースの兼ね合いより３社限定とさせていただきます。

パスへのロゴ掲載 ￥200,000（税抜）

申込受付締切：2018年5月18日（金）必着

～ご来場者の皆様へ配布させていただきます～■当日受付での
パンフレット配布（500部） A4サイズ１頁 ￥50,000（税抜）

※出展企業様の競合にあたらないか審査のうえ、決定をさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

ドリンク・フード提供 ￥200,000（税抜）
■ラウンジスポンサー ～ラウンジに社名・ロゴの掲載、広告物へのロゴの掲載をさせていただきます～

■物品のご提供 ～受付・HJSショップでご来場者へ配布をさせていただきます～

ペーパーバック500部 ￥0円



参考：過去記録



開催概要本件問合せ先

VETS EXPO 2018 事務局

●出展協賛内容等に関する問合せ

株式会社イベント・レンジャーズ
担当：廣瀬・佐藤

〒105-0014 東京都港区芝2-29-10 ユニゾ芝2丁目ビル7階
電話：03-5418-5062 e-mail：vets@event-rangers.jp

申込受付締切：5月18日（金）
出展料振込期限 5月31日（木）
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