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ISC(国際脳卒中学会）
における展示効果

展示機会

キャサリーン・ゴービー
Cathleen Gorby
広告＆展示営業
913-780-6923
cgorby@ascendmedia.com

モーリーン・モーアー 
Maureen Mauer 
広告＆展示営業
913-780-6633
mmauer@ascendmedia.com

ブリジット・ブレーニー 
Bridget Blaney
広告＆展示営業
773-259-2825
bblaney@ascendmedia.com

スコット・マーフィー 
Scott Murphy
コーポレート・リレーションズ部長
214-706-1660
scott.murphy@heart.org

エイミー・ミラー 
Amy Miller
非公認サテライトイベント
214-706-1922
amy.miller@heart.org

マーケティング
チーム

出展者の３分の２以上 が脳卒中学会
での展示体験を「満足」または「非常に満足」と回答 

74% の出展者は学会中の他と対立しない
展示時間に 「満足」または「非常に満足」と回答 

74% の出展者は展示による顧客へのリー
チに「満足」または「非常に満足」と回答

出展者の３分の２以上が学会中に

$1,000-$500,000 の販売があったと回答

2018年国際脳卒中学会出展者へのアンケート結果データ
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3つの学会前
シンポジウム

• 最先端の脳卒中看護シンポジウム

• 実社会での脳卒中：出血時
ICH（脳内出血）の対処と治療

• 研究室での脳卒中：脳卒中の橋渡し研究の反転 -
ベッドサイドからベンチ、そして逆戻り

数字で
見る
60% 
83% 
79% 
21% 

の参加者がサイエンス＆
テクノロジーホールを観覧

アメリカからの参加者

の参加者に購買力・
購買影響力がある

海外からの参加者

1,600+
の２２部門からなる
プレゼンテーション

52
の最新科学 

抄録

220+
の脳卒中科学の
先導者による

招待講演

1,300+
の抄録受理

そして口演または
ポスタープレゼン

テーション
による発表

参加した専門家 

4,300+
参加者と展示者の割合 

50:1

 98%
のISC(国際脳卒中学会）参加者が 

「非常に満足」または「満足」と回答
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参加者の概要

2,711
内科医、心臓病学また
は他を専門とする医療

従事者・医師

529
科学研究者

855
看護師・

ナースプラクティショナー

263
医療従事者以外

2018年参加者の
専門分野トップ10
管理職
心臓病学：一般心臓内科
救命救急診療/集中治療  
緊急医学
内科学
IVR（画像下治療） 
神経・神経科学：放射線学
神経・神経科学：脳卒中
神経・神経科学：外科
放射線学 

2018年に参加した専門家の人数 

4,358

2018年ISC参加者のおよそ80％が
医師・看護師・ナースプラクティショナー



展示ホール日時
2019年2月6日水曜日: 8:30 a.m.-3:00 p.m.
2019年2月7日木曜日: 8:30 a.m.-3:00 p.m.

展示スペース料金
2018年8月1日まで  ...........１ft2 (0.3m2)につき$35

2018年8月2日以降  ...........１ft2 (0.3m2)につき$37

ブースのサイズは最小10フィート（約３m）x10フィート (約３m）です 。 
コーナーまたはアイランドの別料金はありません。　 
公共サービス展示の料金は １ft2 (0.3m2)につき$37です。

公共サービス用展示スペースには限りがあります。この割引料金は、非営利団体用に指定された展示エリアにのみ適用されます。新規の方は、申
込み時に非営利団体である証明を提出する必要があります。 非営利団体用の展示場所が売り切れの場合には普通料金となります。

キャンセルについて
2018年8月1日までにキャンセルする場合
契約展示スペースの50％をAHA/ASAは保持します。

2018年8月2日以降にキャンセルする場合
契約展示スペースの100％をAHA/ASAは保持します。

展示者登録
• 登録開始日：2018年10月10日

Exhibitor Housing Opens 出展者宿泊施設申し込み開始日
• 宿泊施設申し込み開始日：2018年10月10日
• 宿泊施設予約確認は予約次第送られます

Exhibitor Service Kit 出展者サービスキット
• 2018年出展者サービスキットは、2018年10月10日よりオンラインで入手できます。

申込書の提出がAHA/ASAの受領・承認を意味するものではありません。 展示スペースの予約には、2018年8月1日までにAHA/ASAへ50％の
保証金を必要とします。キャンセルまたは展示スペースを縮小する場合には50％の罰金が課せられます。2018年8月2日からは全額の支払いが必
要となり、契約した展示スペースの縮小またはキャンセルにも返金はされません。

出展者の資格、展示場所の割り当ての過程、そしてスケジュールの優先順などは全てAHA/ASAサイエンティフィック・カンファレンスのルール＆
規制によります。更なる詳細については exhibitatstroke.orgをご覧ください。

アメリカ心臓協会（AHA)/ 
アメリカ脳卒中協会（ASA)
7272 Greenville Ave.
Dallas, TX 75231-4596 
strokeconference.org

一括請負者 
フリーマン Freeman
714-254-3410

宿泊施設
オン・ピークOn Peak
855-922-3353
scs@onpeak.com

登録
コンベンション・データ・サービス
Convention Data Services
800-748-3583
internationalstroke@xpressreg.net

参考事項

展示チーム 
キャサリーン・ゴービー Cathleen Gorby
広告＆展示営業
913-780-6923
cgorby@ascendmedia.com

モーリーン・モーアー Maureen Mauer 
広告＆展示営業
913-780-6633
mmauer@ascendmedia.com

ブリジット・ブレーニー Bridget Blaney
広告＆展示営業
773-259-2825
bblaney@ascendmedia.com

エイミー・ミラー Amy Miller
非公認サテライトイベント
214-706-1922
amy.miller@heart.org

展示スペースの申し込みは exhibitatstroke.org よりどうぞ

休憩時間
対立しない展示時間帯 

（プログラムのあまり 
ない時間帯）
8:30-8:45 a.m.
10:15-10:30 a.m.
12-1:30 p.m.
2:30-3 p.m.

スポンサーシップ、または広告にかける金額により出展優先順が決まります。
詳細は担当者にお尋ねください。
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広告の種類 価格帯 締め切り

印刷物

ファイナル・プログラム $25,500 2018年11月9日
カンファレンスバッグ・インサート $10,500 2018年12月3日
ISC ストローク・デイリー・ニュース $295-$10,270 2018年12月3日
ニュース・スタンド・プレミアム $9,200 2018年12月13日
参加者ウエルカム・ガイド $11,500 2019年1月7日
コンベンションセンター・マップ $8,000 2019年1月7日

デジタル

宿泊施設コンファメーションパッケージ $9,500 2018年8月3日
レジストレーション・パッケージ $15,500 2018年8月3日
抄録入りUSB $40,500 2018年10月19日
モバイルミーティングガイド $5,150-$22,500 2018年11月21日
eプレビュー＆eハイライト $1,300-$3,145 2018年11月~

2019年2月
記事索引ページ $1,945-$2,485 2019年1月9日

コンベンションセンター

ウォーキング・チャレンジ $50,000         2018年11月2日
広告バナー $12,500 2018年11月26日
充電用ラウンジ＆充電ステーション $15,500 2018年11月26日
コミュニケーション・センター $15,500 2018年11月26日
回転式キオスク $6,200-$15,500 2018年11月26日                                                          
サイエンス＆テクノロジー・ホール通路サイン $30,500 2018年11月26日
サイエンス＆テクノロジー・ホール公園ベンチ $25,000 2018年11月26日
キューブ椅子 $25,000          2018年11月26日
エキスパート・シアター $25,000 2018年11月30日
コーヒー・ブレイク $10,000+ 2019年1月11日
ISC 看護師シンポジウム・コーヒー・ブレイク $5,000 2019年1月11日

ホテル

ホテル・キー・カード $10,500 2018年11月9日
ホテル個室配布チラシ $20,000 2019年1月2日
ダークチャンネル（ホテルチャンネル） $1,500 2019年1月17日

マーケティング 
チャンス 

ブースの集客向上の 
ためにデザインされた
目を引く 
マーケティングに投資 

全てのスポンサー・広告主の名前がこちらに掲載されます：

• ファイナル・プログラム

• ISCストローク・デイリー・ニュース

• コンベンション・センターの交通量が多いエリアに
設置される大きな公認後援寄付者のサイン

• モバイル・ミーティング・ガイド・アプリ

スポンサーシップと広告には限りがあり、先着順制となります。マーケティング機会の内
容、料金、締め切りは変更されることがあります。

こちらの商品は全て PhRMA基準とACCMEガイドラインに従っています。
全ての料金は正価です。エージェンシー割引はありません。キャンセルしても返金不可です。
全ての数は見込みの参加者数と部屋ブロック数を元に計算されています。
アセンドメディアではリサイクル紙・またはリサイクル可能な紙や植物由来のインクを使うなど、
環境に優しい印刷方法を推進、実行しています。スポンサーシップ、または広告にかける

金額により出展優先順が決まります。
詳細は担当者にお尋ねください。
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