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開催概要 

 

1. 名称 NSCA ジャパン ストレングス&コンディショニングカンファレンス 2021 

年に１回、国内外よりスポーツ現場の最前線で活躍している講師を招き、ハイレベルなストレングス&コ

ンディショニング(以下 S&C)に関する知識と技能を学ぶためのカンファレンスを開催しています。今年度

も COVID-19 の影響により、「NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021」はオンライン形式にて実施するこ

とにいたしました。2 日間で合計 9 講座以上を予定しています。S&C カンファレンス 2021 では、協賛企業

セミナー、CM 動画配信およびスライド広告、電子版講演資料内への広告掲載で、参加者の方に向け貴社

の PR 活動を実施することができますので、是非ご検討ください。 

 

2． 配信日 2021 年 12月 11 日（土）、12 月 12 日（日）ライブ配信にて配信いたします。 

※アーカイブ配信期間は 3 か月間を予定します。 

 

3． 講師  〈国内講師〉 

澤野 裕一 氏 NSCA-CPT, マスターコーチ, Evidence Based Training 合同会社 

       中田 由夫 氏 Ph.D.,筑波大学体育系准教授 

       小山 孟志 氏 Ph.D.,CSCS, NSCA-CPT,東海大学スポーツ医科学研究所 

             谷川 聡   氏 Ph.D.,筑波大学体育系准教授 

             清野 隼   氏 Ph.D., CSCS, NSCA-CPT,管理栄養士 筑波大学体育系／ 

スマートウエルネスシティ政策開発研究センター・助教 

〈海外講師〉 

  Mike Israetel 氏 Ph.D.,Renaissance Periodization 共同設立者 

Bryan Mann 氏   Ph.D.,University of Miami Assistant Professor, CSCS, TSAC-F, RSCC 

（1 名の講師を予定） 

 

4． 予定参加人数 850名を予定 

参加対象：S&Cコーチ、パーソナルトレーナー、スポーツトレーナー、アスレティックトレーナー、 

フィットネスインストラクター、スポーツコーチおよび監督、理学療法士、医師、柔道整復師、 

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師、教師（小中高）、大学教員、 

S&Cおよびスポーツ科学・健康科学などの研究者、大学生、専門学生など 

 

5. ウェブサイト https://www.nsca-japan.or.jp/05_seminar/meet_confe.html 

 

6． 主催  特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 

 

 

 

 

 

 

https://www.nsca-japan.or.jp/05_seminar/meet_confe.html


協賛募集要項 

 

【協賛内容】  

NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021 では、下記内容でお申込みを募集しております。 

NO  協賛プラン 特典 
単価 

（税込） 

枠

数 

1 企業セミナーの録画配信（30 分～60 分の内容） 
電子版講義資料への広告掲載（NO4) 

ウェブサイトリンク（ロゴリンク） 
55,000 円 4 

2 企業 CM 動画配信（15 秒～60 秒） 
電子版講義資料への広告掲載（NO4) 

ウェブサイトリンク（ロゴリンク） 
55,000 円 4 

3 企業 CM スライド広告配信（5 秒）   ウェブサイトバナー（ロゴリンク） 11,000 円 4 

4 電子版講義資料への広告掲載：A4、1 ページ ウェブサイトバナー（ロゴリンク） 22,000 円 4 

※ 別々の協賛プランと合わせたお申込みも可能でございます。 

※ 募集枠に達し次第、申込を締め切らせていただきます。 

 

【協賛企業セミナーの録画配信】 

 協賛企業セミナーとして申込者全員に録画配信いたします。 

・ 動画データは（30～60 分以内）、完全支給でお願いいたします。 

推奨フォーマット：MP4（画面比率 16：9 を推奨） 

・ S&C カンファレンス 2021 の配信講座となりますので、冒頭に軽微な編集（静止画の挿入程度）が入ります。 

・ ご希望の場合、電子版講義資料へ、講演資料を掲載する事ができます。 

・ 提出期限：2021 年 11 月 19日（金）迄に E-mail*にてご提出ください。 

・ 申込後にセミナー確認資料をお送りいたします。 

 

〈注意事項〉 

・ 講演者を依頼される場合の謝金および撮影および編集で発生する費用は、申込者様の方でご負担ください。 

・ 講義内容は、エビデンスに基づいた内容を講演していただけますようお願いいたします。企業様および商品宣

伝等の情報配信にならないようご配慮お願います。 

・ 講演名および講演概要や配布資料に、不適切な表現（誹謗中傷）の記載があった際は、記載内容を変更いただ

く場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

【動画 CM 広告、スライド広告】 

 講演開始前および講座間の休憩時に動画 CM を配信いたします。 

 ・ 動画データは、完全支給でお願いいたします。 

推奨フォーマット：MP4（画面比率 16：9 を推奨） 

・ スライド広告は、画面比率 16：9 のデータをご提供ください。（推奨 JPEG、PowerPoint） 

・ 募集枠が多い場合、分散配信をさせていただきます。 

・ 提出期限：2021 年 11 月 19日（金）迄に E-mail*にてご提出ください。 

 

 



【広告掲載】 

NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021 デジタル版講演資料内に掲載いたします。 

・ 広告サイズ A4 版サイズ縦 297mm×横 210mm（カラー広告となります。） 

・ 貴社ウェブサイトへのリンクも可能です。（広告内にリンク先の URL を記載ください。） 

・ 広告データより御社ウェブサイトへのリンクが可能でございます。 

・ 広告データは、Adobe illustrator または PDF にてアウトライン化したデータをご入稿ください。 

・ 入稿期日：2021 年 11 月 19日（金）迄に E-mail*にてご提出ください。 

 

【ロゴ（リンク）特典】 

NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021 の申込ページ内にスポンサー企業の紹介としてロゴ（リンク）掲載いたし

ます。また、当日の動画内のスポンサー紹介でもロゴをご紹介いたします。 

・ ロゴデータ（illustrator または JPEG 形式）にてご提供お願いいたします。 

・  申込書とあわせてロゴデータをご提供ください。 

 

【申込先・申込期日】    

NSCA ジャパン事務局 広報担当柴田宛までに E-mail*にてお申込み下さい。 

告知および枠調整の為、2021 年 10 月 29 日（金）迄にお申し込みください。 

 

【支払い方法】 

・ お申込み後に請求書を郵送いたします。 

・ お支払い期日は 2021 年 12月末日を予定しております。 

・ お申し込み後は特段の事情を除いてキャンセルはお受けできません。 

 

【変更・中止】  

NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2021 は不可抗力または、やむを得ない事由により、開催の変更または中止とな

る場合がございます。中止の場合、協賛費の請求はいたしません。 

 

【問合せ先】  

特定非営利活動法人 NSCA ジャパン （広報担当：柴田） 

*E-mail：public@nsca-japan.or.jp 

 お打ち合わせが必要な場合、ウェブ会議（Zoom）も可能でございます。 

当会で設定することも可能ですので、お気軽にご相談ください。 

 

以上 

mailto:public@nsca-japan.or.jp

