
スポンサー募集要項  

 

第12回国際薬剤疫学会アジア会議   
第25回日本薬剤疫学会学術総会  

合同会議 

京都市勧業館みやこめっせ 

2019年10月11日（金）～13日（日） 



開催概要 

■学会名称：12th Asian Conference on Pharmacoepidemiology and 
                  25th Japanese Conference on Pharmacoepidemiology  
                  joint meeting 
         （12th ACPE and 25th JSPE joint meeting） 
                  第12回国際薬剤疫学会アジア会議   
                  第25回日本薬剤疫学会学術総会 合同会議 
     
■主   催：国際薬剤疫学会 
         (The International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE)) 

         一般社団法人日本薬剤疫学会 
         第12回アジア薬剤疫学会実行委員会 
 
■会   長：川上 浩司 （京都大学大学院医学研究科 薬剤疫学分野 教授） 
 
■開催期間：2019年10月11日（金）～13日（日） 
 
■開催場所：京都市勧業館みやこめっせ 
         〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1 
         TEL：075-762-2630 
         https://www.miyakomesse.jp/ 
 
■参加予定人数：約500名（国外200名 国内300名） 
 
■過去開催状況 

 

 

 

 

 

 

■会議構成 

  テーマ   ：医療リアルワールド時代における国際連携と薬剤疫学（仮） 

  言語   ：英語 

  プログラム ：Plenary Lecture、Symposium、Oral/Poster Presentation 

         （予定） 

 

 

 

 

参加予定人数確認 

開催年 開催回 開催地 
2010年 
2011年 
2012年 
2013年 
2015年 
2017年 
2018年 
2019年 

第5回 
第6回 
第7回 
第8回 
第9回 
第10回 
第11回 
第12回 

日本（東京） 
中国（北京） 

インド（バンガロール） 
香港（薄扶林） 
タイ（バンコク） 

オーストラリア（ブリスベン） 
中国（西安） 
日本（京都） 
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開催概要 

■組織委員会 
 
   赤沢 学           明治薬科大学     
   漆原 尚巳         慶應義塾大学      
   大橋 靖雄         中央大学        
   川上 浩司（委員長）  京都大学 
   小出 大介         東京大学        
   野元 正弘         愛媛大学        
   樋之津 史郎        札幌医科大学        
   山口 拓洋         東北大学        
 
   Frank May         International Steering Committee for ACPE 
                                     Drug and Therapeutics Information Service 
  
 

■運営事務局（お問合せ先） 

  株式会社JTB 西日本MICE事業部内 

  〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル9階 

  Tel:06-6252-5049 Fax:06-7657-8412 

  営業時間：9：30～17：30(土・日・祝祭日は休業） 

  E-mail：acpe12@jtb.com  

 

   

参加予定人数確認 
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1．Sponsorship 

本学会では、プラチナスポンサー、ゴールドスポンサー、シルバースポンサー、ブロン
ズスポンサーといった4種類のステータスをご用意しています。スポンサーシップに応
じて、下記の特典をご提供させて頂きます。 
 
＊下記以外の展示/広告等につきましては、別途お申し込みください 
＊詳細につきましてはお問い合わせください。 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 

≪申込み・問合せ先≫ 
株式会社JTB 西日本MICE事業部 担当：新名（しんめい）・山本・上原 
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル9階 
TEL：06-6252-5049（平日9：30～17：30） 
FAX：06-7657-8412 
E-mail：acpe12@jtb.com 
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Platinum

（1社）

Gold

（1～2社）

Silver

（2～4社）

Bronze

（2～4社）

抄録集スポンサーリスト掲載 1枠 1枠 1枠 1枠

抄録集広告 表4 中1頁 中1頁 中1/2頁

ホームページへのロゴ掲載 1枠

ホームページバナー 1枠 1枠

学会無料ネームカード 15枚 5枚 3枚 2枚

申込金額(税込) 2,160,000円 540,000円 270,000円 135,000円
受付 

終了 



2．広告 

■募集内容 

１．プログラム抄録集 表3（カラー）      86,400円（税込） 
   募集枠：1社 

２．プログラム抄録集 表2（カラー）      86,400円（税込） 
   募集枠：1社 

３．プログラム抄録集 中1頁（白黒）      54,000円（税込） 
   募集枠：10社 

４．プログラム抄録集 中1/2頁（白黒）    43,200円（税込） 
   募集枠：15社 
 
５．ホームページバナー広告           162,000円（税込） 
   募集枠：1社 

６．コングレスバッグ                194,400円（税込） 
   募集枠：1社 
 

■プログラム抄録集 概要（予定） 

媒体名：12th ACPE and 25th JSPE joint meeting Program & Abstracts 
発行部数：500部 
サイズ：A4 
媒体制作費：2,118,500円（税込） 
申込締切日：2019年7月10日（水） 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 

5 

受付終了 

受付終了 

受付終了 



2．広告 

■ホームページ 

掲載箇所：12th ACPE and 25th JSPE joint meeting 
        ホームページ「トップページ」へ掲載 
掲載方法：バナー画像の表示および指定URLへのリンク 
広告規格：サイズ(ピクセル)、画像形式、容量等はお申込後にご連絡いたします。 
掲載期間：バナー画像受領後、2019年12月末日(予定)まで 
掲載社数：1社  
申込締切日：2019年7月10日（水） 

■コングレスバッグ 

配布対象：学会参加者 ※配布用公式コングレスバック 
製作数：500枚 
仕様：A4サイズ（W360㎜×H300㎜）（予定） 
※材質・印刷方法等詳細はお申込後に調整いたします。  
掲載料：194,400 円 
掲載社数：1社  
申込締切日：2019年7月10日（水） 

 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 
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受付終了 



3．附設展示会 

■出展にあたり 
◇展示会 会期 
2019年10月12日（土）～13日（日）の2日間 

◇出品物の搬入・搬出の日程（予定） 
搬入：2019年10月11日（金）14：00～18：00 
搬出：2019年10月13日（日）18：00より 
※搬入出の日程は予定ですので、事前に事務局より発行される開催要項を 
必ずご確認ください。 

◇展示会 会場 
京都市勧業館みやこめっせ 地下1階第1展示場B（予定） 

◇募集対象 
医療機器、検査機器、医療情報機器や基礎研究等に必要な機器類、試薬
類、ディスポーザブル製品類、ソフトウェア・データべース等を含むコンピュータシステ
ム類、受託・解析等のサービス類、大学や研究施設等の共同利用・紹介・募集、
その他当該領域に携わるサービス類、関連書籍類等の出店を募集対象といたし
ます。募集対象外の企業・団体から申し込みがあった場合には、組織員会と相
談の上出展の可否を決定します。 

◇申込方法 
既定の申込書（別紙）必要事項をご記入の上、FAXまたはe-mail添付にて
お申込みください。申込書をFAXでお送りいただく際には、送信・受信エラー等に
より申込書が届かない場合や確認できない場合がございます。必ずお電話にて
到着確認を行ってください。 

◇申込締切日 
2019年7月10日（水） 
予定小間数となり次第、申込期間中でも締め切らせていただくことがございます。 
ご了承ください。 

◇請求書 
申込締切日以降に請求書を発行いたします。請求書に記載された振り込み期
日までにお振込みください。振込手数料は出展者の負担となります。 
※振込期日までにお振込みが間に合わない場合は必ずご連絡ください。ご連絡
がなくお振込みがない場合は、出店を解約されたものと判断し、解約料金をお支
払いいただくこととなります。この場合、開催当日展示会場には小間のご用意は
ございません。ご了承ください。 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 
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3．附設展示会 

◇出展の解約（キャンセル）について 
申し込み受理後は、組織員会が不可抗力と認めた事故以外は原則解約するこ
とはできません。組織委員会が解約を認めた場合でも、出店の解約理由を書面
にてお送りいただき、受領した日を基準として解約料金をお支払いいただきます。 

※解約料金 
2019年7月10日（水）までに解約申込を受領した場合・・・出展料金の
50％の金額をお支払いいただきます。 
2019年7月11日（木）以降に解約申込を受領した場合・・・出展料金の全
額をお支払いいただきます。 

◇申込み・問合せ先 
株式会社JTB 西日本MICE事業部 担当：新名（しんめい）・山本・上原 
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル9階 
TEL：06-6252-5049（平日9：30～17：30） 
FAX：06-7657-8412 
E-mail：acpe12@jtb.com 

◇小間の割り当て 
申込締切後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割りした
後に開催要項にて出展者へ通知いたします。 
小間の配置は主催者が決定し、各出展社へ通知いたします。出展社はこの割り
当てに対する異議申立てはできませんのでご了承ください。 
出展者説明会は行いませんのでご了承ください。 

◇出品物の管理 
各出品物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出品物の盗
難・紛失・火災・損傷等不可抗力による出品物の損害に対し、事務局は補償
などの責任は一切負いませんのでご了承ください。 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 
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3．附設展示会 

◇その他 
●書籍・音響展示にはバックパネルはございません 
●ゴミはお持ち帰りください。清掃費、ゴミ処理費用等は別途請求いたします。 
●社名版へのロゴ掲載などの製作、コンセント等の電気設備、特別電源工事、
レンタル備品をご希望の場合は別料金となります。詳細は後日配布いたします開
催要項にてお知らせいたします。 
●出展者にお渡しいたします「展示企業」のネームバッジでは、学会の講演は聴
講できません。また、既定の配布枚数以上はお渡しすることはできませんのでご了
承ください。 
●禁止事項 
下記の項目に抵触する事項を禁止いたします。 
・消防法、建築法、その他関係法令、会場規定により禁止されている項目に抵
触する行為。 
・小間外での展示活動、参加者、他の出展社に対して危険または迷惑をかける
行為。 
●申込書の住所欄には、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 
●ご記入頂きました個人情報の内容につきましては、学会の連絡ならびに各種 
学会のご案内以外には使用いたしません。 

日付 セミナー名 時間（予定） 席数 企画 共催金(税別) 

10/27
（土）  

ランチョンセミナーA 50分 670席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーB 50分 360席 1 2,000,000 

ランチョンセミナーC 50分 250席 4 1,500,000 

ランチョンセミナーD 50分 180-200席 5 1,500,000 

ランチョンセミナーE 50分 100席 2 1,000,000 

共催金額確認 

付帯・非付帯内容確認 
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・小 間 規 格 ：間口1,800mm 奥行900mm 高さ2,100mm 
・バックパネル：間口1,800mm 高さ2,100mm（加工：ビニルクロス）  
・社  名  板：幅900mm 高さ200mm（白ベース墨ゴシック体） 
・展  示  台：間口1,800mm 奥行900mm 高さ750mm（白布巻） 

基礎小間仕様確認 

◇基礎小間 
申込料金  162,000円（税込）／1小間  

3．附設展示会 

■小間タイプと料金 
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●スペース小間（スペース渡し） 
スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを実施の上お引き渡しいたします。 
※装飾物、展示物の高さは、2.4mに制限します。 
※スペース小間でお申し込みの場合は、最低限の特別装飾を行ってください。 

●書籍小間（机1台 Ｗ1800×Ｄ600）※白布はご用意しておりません。 

700mm 

600mm 

1,800mm 

◇スペース小間 Ｗ1800㎜×Ｄ1800㎜×Ｈ2400㎜ 
申込料金  108,000円（税込）／1小間  

3．附設展示会 

◇書籍小間 Ｗ1800㎜×Ｄ600㎜ 
申込料金  10,800円（税込）／1小間  
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透明性ガイドラインについて 

本学会は日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライ
ン」に基づき、「企業活動と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する
指針」に従い、貴社が本学会へ支払う寄付金、共催費等、貴社のウェブサイト等
を通じて公開されることについて、承諾いたします。 

期日、スケジュール確認 

期日確認 

アドレス、担当者確認 
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会場のご案内 
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1．スポンサーシップを  
  申し込む ・ 申し込まない（いずれかを○で囲んでください） 

 
2．申込枠数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．その他（連絡事項） 
 

社 名 

郵便番号 〒     -     

住 所 

  

責任者 役職                      氏名 

担当者 

氏名 

部署 

TEL （携帯） 

FAX 

Email 

12th ACPE and 25th JSPE joint meeting スポンサーシップ申込書 

申込期限：2019年4月26日（金） 

申込日      年  月  日 

FAX：06-7657-8412 Email：acpe12@jtb.com 
運営事務局 新名 行 

タイプ 申込枠数 金額（税込） 合計（税込） 

Platinum       枠 2,160,000円 円 

Gold       枠 540,000円          円         

Silver       枠 270,000円 円 

Bronze       枠 135,000円 円 

受付終了 



1．広告掲載を 申し込む ・ 申し込まない（いずれかを○で囲んでください） 
 

2．申込内容※該当する項目欄に 印をご記入ください（複数記入可） 
  ＜プログラム抄録集掲載広告＞   □ 表2             86,400円(税込) 
                   □ 表3             86,400円(税込) 
                   □ 中1頁        54,000円(税込) 
                   □ 中1/2頁      43,200円(税込) 
  ＜ホームページバナー広告＞     □ 1枠            162,000円(税込) 
 
3．プログラム抄録集広告版下提出方法 
 
   □ 清刷フィルム 
   □ 原稿データ（データ形式：            ） 
 
4．振込予定日   平成    年    月    日（  ） 
 
 
5．その他（連絡事項） 

振込予定日が未定の場合、後日お送りします請求書に記載の支払期日までにお振込みください。 
予定日にかかわらず、支払期日までにはご入金いただきますようご協力をお願いいたします。 

社 名 

郵便番号 〒     -     

住 所 

  

責任者 役職                      氏名 

担当者 

氏名 

部署 

TEL (携帯) 

FAX 

Email 

申込日      年  月  日 

申込期限：2019年7月10日（水） 

FAX：06-7657-8412 Email：acpe12@jtb.com 
運営事務局 新名 行 

担当者、Mailアドレス、期日確認 

12th ACPE and 25th JSPE joint meeting 広告掲載申込書 



1．企業展示を 申し込む ・ 申し込まない（いずれかを○で囲んでください） 

2．申込小間タイプと小間数 

 

 
 
 
 
 
 
 
3．振込予定日   平成    年    月    日（  ） 
 
 

4．主な出展内容 

 
 
 

5．その他（連絡事項）             

 
 
 

小間タイプ 申込小間数 出展料(税込) 合計(税込) 

基礎小間      小間 162,000円          円         

スペース小間      小間 108,000円          円 

書籍小間       台 10,800円          円 

振込予定日が未定の場合、後日お送りします請求書に記載の支払期日までにお振込みください。 
予定日にかかわらず、支払期日までにはご入金いただきますようご協力をお願いいたします。 

社 名 

郵便番号 〒     -     

住 所 

  

責任者 役職                      氏名 

担当者 

氏名 

部署 

TEL （携帯） 

FAX 

Email 

申込日      年  月  日 

申込期限：2019年7月10日（水） 

FAX：06-7657-8412 Email：acpe12@jtb.com 
運営事務局 新名 行 

担当者、Mailアドレス、期日確認 
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