第18回 DIA 日本年会 2021

“New Challenges, New Solutions“

〜世界中の人々と一緒に乗り越えるために〜
2021年10月24日(日)-26日(火)
Web開催

English Follows Japanese
プログラム概要

今もなお続く新型コロナウイルス感染拡大は、世界中の社会システム、我々の生活に甚大
な影響を及ぼしました。医薬品等の開発、ライフサイクルマネジメントにおいて、今まで経
験しなかったような様々な制約をもたらし、グローバルレベルで課題に直面しています。一
方で、これまで議論がなかなか進まなかった、テレワーク、リモート監査、遠隔医療を含む
新しい臨床試験モデル、デジタルトランスフォーメーション等、今まで当たり前でなかった
ことがコロナ禍での発想の転換や原点に返って本当に必要なことを見直すことで、速やか
に実施にいたったことも多くありました。
この未曽有の世界的感染拡大の状況に対応するためには、自国のみではなく、国際連携
を強力に推進し産官学の垣根を越えて協力することが非常に重要です。迅速な医薬品・
ワクチン等の開発のためには規制上の意思決定における機敏性が必要であり、臨床試験
プロトコールやデータの開示等透明性の充実、迅速に承認された医薬品・ワクチン等にお
いては、市販後安全性監視、情報提供、リスクコミュニケーションがより一層重要となって
きます。また、慣例的に運用されがちな品質基準やその確保の手法など、あらためて見直
すこととなり、これはチャレンジである一方、今後に向けたまたとない好機会かもしれませ
ん。今こそ、世界中の患者のために、コロナ禍で得た経験をもとに，更に進化した医薬品等
の開発、ライフサイクルマネジメントに繋げていくべきではないでしょうか。
第18回日本年会では、“New Challenges, New Solutions” 〜世界中の人々と一緒に乗り越
えるために〜をテーマに掲げ、産・官・学・患者・家族を含めた各ステークホルダーが新型
コロナウイルスの世界的感染拡大で、進化を遂げたこと、学んだこと、更に議論を深める
ことを整理し、振り返り、次のステージに向かう機会を提供したいと考えています。
本年も、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、Web開催といたします。講演形式
は以下の2種類を予定しています。
ライブ配信：各セッションの開催日時に、事前録画又はライブで講演（及びライブでのパ
ネルディスカッション）を行います。原則、当日のライブ映像は録画し、11月末まで視聴可
能です。
録画配信：事前録画された講演（及びパネルディスカッション）を配信します。録画は年会
開催初日から11月末まで視聴可能です。
Web開催ですので、どこからでも参加頂けます。是非、皆さまのご参加をお待ちしており
ます。
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会議参加申込書
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[カンファレンスID #21303]

2021年10月24日(日)-26日(火) Web開催（Zoom）

◆ 参加申込方法

DIAウェブサイト(www.DIAglobal.org)よりお申し込み頂くか、
この申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付Japan@DIAglobal.orgにてお申し込みください。
受理後、10営業日以内にEメールにて申込受領書を送付いたします。

◆ 参加費用 (該当するqにチェックしてください)

会員資格が失効している方および非会員の方は、会員登録(更新)することにより、会員価格にてご参加いただけます。会員資格はお支払いいただいてから翌年同月末まで
1年間有効です。
また、DIA各種機関紙の入手、DIAウェブサイトの会員専用ページへのアクセス等、種々の特典が得られます。
不明な点がございましたら、
ディー・アイ・エー・ジャパンまでお問い合わせください。

①年会費

DIA Japan 使用欄

非会員の方及び会員資格が失効している方で、会員登録をされる場合は希望する年会費の欄に印を入れてください。
＊
早期割引価格は、現会員の方または会員登録と同時にお申し込みされる方のみに適用されます。会員資格が失効し
ている方及び非会員の方は、ぜひこの機会にご登録ください。
＊＊ アカデミア会員資格にお申し込みの方は、本申込書をディー・アイ・エー・ジャパンまでFAXもしくはメールにてお送
りください。

Membership
（有効期間：1年間）
2-Year Membership
（有効期間：2年間/10%割引）

Academia Membership ＊＊
（対象：大学関係・医療従事者、
有効期間：1年間）
Academia Membership ＊＊
（対象：大学関係・医療従事者、
有効期間：2年間）

q
q
q

￥20,000 （税抜） ￥22,000 （税込）

q

￥24,800 (税抜）

Date

No.

￥35,000 （税抜） ￥39,600 （税込）

受領書
送付

￥13,800 （税抜） ￥15,180 （税込）
￥27,280 (税抜）

Invoice

②参加費

所属カテゴリーと会員資格の有無により異なりますので、該当欄に印を入れてください。
＊若手割引でのお申込みは、専用の申込書をご使用下さい。

*超早期割引（8月24日まで）
一般

*早期割引（8月25日から10月4日まで）

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

入金

¥76,000 （税抜）
¥80,000 （税抜）

¥83,600 （税込）
¥88,000 （税込）

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2021年
9月24日までは手数料として一般会員・非会員と
10月5日以降
¥88,000 （税抜） ¥96,800 （税込）
も20,000円、政府/大学関係者については会員・
非会員とも10,000円、学生については1,000円を
（税抜）
（税込）
会員
*早期割引
（10月4日まで）
¥27,000
¥29,700
政府
申し受けます。それ以降のキャンセルについては
非営利団体 10月5日以降
（税抜）
（税込）
¥32,000
¥35,200
参加費全額を申し受けますのでご注意ください。
同一会社からの参加変更は可能ですが、その際
¥15,000 （税抜） ¥16,500 （税込）
大学関係 *早期割引（10月4日まで）
はお早めにディー・アイ・エー・ジャパンまでお知
医療従事者 10月5日以降
らせください。
（会員資格の譲渡はできませんの
¥19,000 （税抜） ¥20,900 （税込）
で、非会員としての参加費を申し受ける場合があ
一般
¥108,000 （税抜） ¥118,800 （税込）
ります。）参加をキャンセルされる際には、必ず
書面にてディー・アイ・エー・ジャパンまでご連絡
非会員 政府・非営利団体
¥52000 （税抜） ¥57,200 （税込）
願います。
大学関係・医療従事者
¥32,800 （税抜） ¥36,080 （税込） * 本年会では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、
開催期間中に参加者を含む映像・写真を撮影す
③合計金額（①＋②）
：					
合計
円
ることがあります。本年会の参加者は、DIAが記
※最終確定金額はDIA Japanからお送りする受領書メールにてご確認下さい。
録した映像・写真等について、DIAの宣伝資料、
出版物及びインターネット等への掲載その他一
学生
年会全体への参加
q
￥4,000 （税抜）
￥4,400 （税込）
切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等
（企業/団体に籍をおいて
を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIAが
（税抜）
（税込）
スチューデン
トセッシ
ョンのみ参加
q
￥1,600
￥1,760
いる方は対象外）
無償で任意に利用できることを許諾するものと
します。
<注意>
* DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加
1) 学生の参加につきましては、事前申込制とさせていただきます。10月1日
（金）
までにFAXもしくはメールにて
いただくよう、お願いしております。
お申し込みください。なお、学生証の提示をお願いする場合がございます。
ご了承ください。
2) 学生で年会全体への参加登録をされる方は、10月24日
（日）に行うスチューデントセッションへの参加の有無につ
いて以下に印を入れてください。
qスチューデントセッションに参加する qスチューデントセッションに参加しない
参加の場合には、以下の申込情報記入欄のJob Titleに学年、Departmentに学部を英語でご記入ください。

◆ お支払方法
ご希望の支払方法にチェックを入れてください。
[支払方法] □銀行振込 請求書を送付しますので、その案内に従って振込手続きを行ってください。
□クレジットカード 使用可能クレジットカード（どちらか1つにチェック） □ VISA □MasterCard □JCB
カード有効期限(mm/yy)

カード番号

カードご名義				

ご署名

ご入金の際は、ご依頼人の欄に必ず参加者名および会社名を記載してください。同一会社で複数名の参加費を同時に振り込まれる場合は、書面にて参加者名と振込日をディー・
アイ・エー・ジャパンまでお知らせください。振込に関する手数料は、振込人負担でお願いいたします。

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )

Job Title

q Dr.

q Mr.

q Ms.

First name ( 名 )			

Company		

Department

Address						City		

State		

Zip/Postal		

Email ( 必須 )						Phone Number ( 必須 )			

Country

Fax Number

【DIAが取り扱う個人情報について】お申し込みいただいた個人情報はDIAからの会議案内送付等の目的に使用させていただきます。
また当日は、
ご参加いただく皆様の会社名
または組織名とご氏名を記載したリストを参加者・講演者・関係者（プログラム委員）に限り配布する場合があります。本申込書の提出をもって以上の個人情報のお取扱いにご
同意いただいたものと解釈いたしますが、
ご同意いただけない場合はDIA Japanまでご連絡ください。

YOUNG
PROFESSIONAL

会議参加申込書 若手割引専用

一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

Fax:03-3278-1313

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11
日本橋ライフサイエンスビルディング6F
Tel: 03-6214-0574

第18回 DIA日本年会 2021

[カンファレンスID #21303]

2021年10月24日(日)-26日(火) Web会議（Zoom）

◆ 参加申込方法

本申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付Japan@DIAglobal.orgにてお申し込みください。受理後、10営業日以内にEメールにて申込受領書を送付いたし
ます。

◆ 参加費用 (該当するqにチェックしてください)

会員資格が失効している方および非会員の方は、会員登録(更新)することにより、会員価格にてご参加いただけます。会員資格はお支払いいただいてから翌年同月末まで
1年間有効です。
また、DIA各種機関紙の入手、DIAウェブサイトの会員専用ページへのアクセス等、種々の特典が得られます。
不明な点がございましたら、
ディー・アイ・エー・ジャパンまでお問い合わせください。本会議の参加申し込みは日本年会当日も受け付けています。

①年会費

DIA Japan 使用欄 (K08)

非会員の方及び会員資格が失効している方で、会員登録をされる場合は希望する年会費の欄に印を入れてくださ
い。
＊ 早期割引価格は、現会員の方または会員登録と同時にお申し込みされる方のみに適用されます。会員資格
が失効している方及び非会員の方は、ぜひこの機会にご登録ください。
Membership
（有効期間：1年間）

q
q

2-Year Membership
（有効期間：2年間/10%割引）

￥20,000 （税抜）

￥22,000 （税込）

￥36,000 （税抜）

￥39,600 （税込）

Date

No.
受領書
送付

②若手割引参加費
所属カテゴリーと会員資格の有無により異なりますので、該当欄に印を入れてください。
若手割引は申込時点で35歳以下の方が対象となります。下欄に生年月日をご記載下さい。

Invoice

若手割引

通常

会員

一般

非会員

一般

*超早期割引（8月24日まで）

¥83,600（税込）

10月5日以降

¥96,800（税込）

*早期割引（8月25日から10月4日まで）

¥88,000（税込）
¥118,800（税込）

③合計金額（①＋②）
：				

¥66,000 （税込）

q
q
q
q

¥69,300 （税込）
¥77,000 （税込）
¥94,600 （税込）

合計

円

※最終確定金額はDIA Japanからお送りする受領書メールにてご確認下さい。

生年月日
（必須）
西暦

年

月

日

◆ お支払方法
ご希望の支払方法にチェックを入れてください。
[支払方法] □銀行振込 請求書を送付しますので、その案内に従って振込手続きを行ってください。
□クレジットカード 使用可能クレジットカード（どちらか1つにチェック） □ VISA □MasterCard □JCB
カード有効期限(mm/yy)

カード番号

カードご名義				

ご署名

ご入金の際は、ご依頼人の欄に必ず参加者名および会社名を記載してください。同一会社で複数名の参加費を同時に振り込まれる場合は、書面にて参加者名と振込日をディー・
アイ・エー・ジャパンまでお知らせください。振込に関する手数料は、振込人負担でお願いいたします。

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )

Job Title

q Dr.

q Mr.

q Ms.

First name ( 名 )			

Company		

Department

Address						City		

State		

Zip/Postal		

Email ( 必須 )						Phone Number ( 必須 )			

Country

Fax Number

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2020年9月24日までは手数料として一般会員・非会員とも20,000円、政府/大学関係者については会員・非会員とも10,000円を申し受
けます。それ以降のキャンセルについては参加費全額を申し受けますのでご注意ください。同一会社からの参加変更は可能ですが、
その際はお早めにディー・アイ・エー・ジャパ
ンまでお知らせください（会員資格の譲渡はできませんので、非会員としての参加費を申し受ける場合があります。）参加をキャンセルされる際には、必ず書面にてディー・アイ・エ
ー・ジャパンまでご連絡願います。
* 本年会では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、開催期間中に参加者を含む映像・写真を撮影することがあります。本年会の参加者は、DIAが記録した映像・写真等につい
て、DIAの宣伝資料、出版物及びインターネット等への掲載その他一切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIAが無償で任
意に利用できることを許諾するものとします。
* DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加いただくよう、お願いしております。
【DIAが取り扱う個人情報について】お申し込みいただいた個人情報はDIAからの会議案内送付等の目的に使用させていただきます。また当日は、ご参加いただく皆様の会社
名または組織名とご氏名を記載したリストを参加者・講演者・関係者（プログラム委員）に限り配布する場合があります。本申込書の提出をもって以上の個人情報のお取扱
いにご同意いただいたものと解釈いたしますが、ご同意いただけない場合はDIA Japanまでご連絡ください。
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“New Challenges, New Solutions“

〜To Overcome Together with People All Over the World〜
October 24-26, 2021
Virtual

Program Overview
The ongoing COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on social systems
around the world and on our lives. In the development and life cycle management of
pharmaceutical products, we are facing challenges on a global level due to a multitude
of constraints never experienced before. On the other hand, previously uncommon
tools and approaches such as telework, remote monitoring, new clinical trial models
utilizing telemedicine, and various kinds of digital transformations have proven to be
indispensable as the global pandemic has required us to shift our thinking and go back
to the drawing board. Indeed, in many areas, these new tools and techniques have
already been swiftly adopted.

PROGRAM CHAIR
Geary E. Stewart, MD
Eisai Co., Ltd.

PROGRAM VICE-CHAIR
Rie Matsui, RPh
Pfizer R&D Japan.

PROGRAM COMMITTEE
Katsuhiko Ichimaru

Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (PMDA)

Kazuhiko Ishida, MS, RPh

In order to deal with the unprecedented global pandemic, it is vital for countries to
bolster international coordination while promoting cross-boundary cooperation
between industry, academia, and government. Agility in regulatory decision making is
required for the rapid development of drugs and vaccines. Transparency in clinical trial
protocols and in data disclosures have all become more important, as have post-market
introduction safety monitoring, information provision, and risk communication for
rapidly approved drugs and vaccines. In addition, quality standards that are often used
customarily and the methods for ensuring those standards need to be reexamined.
While this certainly poses a challenge, it may also provide us with unique opportunities
moving forward. Now is the time to take our experiences during this pandemic and apply
them toward the development of more advanced medicines and life cycle management
strategies for the benefit of patients all over the world.

Astellas Pharma Inc.

At the 18th DIA Japan Annual Meeting, under the theme of “New Challenges, New
Solutions” To overcome with people all over the world together we aim to provide
opportunities for stakeholders from industry, government, academia, and patient
bodies to look back at what we have accomplished and learned during the pandemic
and engage in deeper dialogues as we move to the next stage.

Otsuka Medical Devices Co., Ltd.

Due to the COVID-19 pandemic, this year’s meeting will once again be held online
meaning participants can join from wherever they may be in the world.
The following two session formats are planned.
1)Live Sessions
Live Sessions will include live presentations, and in most cases a live panel
discussion delivered at the prescribed date and time (please note certain sessions
may include some pre-recorded presentations). Sessions will be recorded and the
footage will be available to view on the event online platform for one month.
2)Pre-recorded Sessions
Pre-recorded Sessions will include presentations and in some cases panel
discussions recorded in advance of the event. Session recordings will be available
to view from the first day of the meeting and will remain on the event platform for
one month.
We look forward to your participation!
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a comprehensive catalogue of conferences,
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workshops, training courses, scientific
publications, and educational materials,
throughout
the year, all around the world.
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REGISTRATION FORM: Register online or forward to
DIA Japan, Nihonbashi Life Science Building 6F, 2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
tel +81-3-6214-0574 • fax +81-3-3278-1313
18th DIA Japan Annual Meeting 2021
Event #21303 • October 24-26 | Virtual (Zoom)
DIA will send participants a confirmation mail within 10 business days after receipt of
their registration.
Registration Fees If DIA cannot verify your membership, you will be charged the nonmember
fee. Registration fee includes refreshment breaks and reception (if applicable), and will be
accepted by mail, fax, or online.
* If you wish to register as a Young Professional please use the Young Professional registration form.

Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of membership for a
full year: www.DIAglobal.org/Membership

q I DO want to be a DIA member
q I DO NOT want to be a DIA member
10% TAX
EXCLUDED

REGISTRATION FEE
Super Early-bird (until Aug 24)

q

¥76,000

Early-bird (from Aug 25 to Oct 4)

q

¥80,000

On and after Oct 5

q

¥88,000

Early-bird (until Oct 4)

q

¥27,000

On and after Oct 5

q

¥32,000

Early-bird (until Oct 4)

q

¥15,000

On and after Oct 5

q

¥19,000

Industry

q

¥105,500

Government, Non Profit

q

¥49,500

Academia, Medicals

q

¥31,000

Entire Meeting

q

¥4,000

Student Session only

q

¥1,600

Industry

MEMBER

Government, Non-profit

Academia, Medicals

NONMEMBER

STUDENT *

10% TAX
INCLUDED

MEMBERSHIP
Membership

q

¥22,000

2-Year Membership

q

¥39,600

Academia Membership (Academia, Medicals)**

q

¥15,180

Academia 2-Year Membership (Academia, Medicals)**

q

¥27,280

DIA Terms and Conditions

CANCELLATION POLICY: On or before September 24, 2021
Administrative fee that will be withheld from refund amount:
Member or Nonmember = ¥20,000
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥10,000
Cancellations must be in writing and be received by the cancellation date
above. Registrants who do not cancel by that date and do not attend will
be responsible for the full registration fee paid.
Registrants are responsible for cancelling their own hotel and airline
reservations. You may transfer your registration to a colleague at any
time but membership is not transferable. Please notify DIA of any such
substitutions as soon as possible. Substitute registrants will be responsible
for nonmember fee, if applicable.
DIA does NOT allow registrants to pass name badges to others. DIA may
ask attendees to show identifications, if necessary.
DIA reserves the right to alter the venue, if necessary. If an event is
cancelled, DIA is not responsible for any airfare, hotel or other costs
incurred by registrants.

EVENT STREAM AND RECORDING
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events
(both face to face and online) that may include your participation in the
event, including your image, questions and comments. To view our full
photography and video recording policy, click here.
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT
DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy policy, click here. (https://www.DIAglobal.org/about-us/privacy-policy)
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US.
The personal information provided when you register for an event will be
used to contact you with information about upcoming events, programs,
products and services of DIA. In addition, your name and organization
may be shared with the Program Committee, speakers, and participants
of the event for which you have registered. By submitting this information with your registration form you are regarded as having agreed to this
handling of information. Should you have any questions, please contact
the DIA Japan office (japan@diaglobal.org).
By signing below I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of
booking. These are available from the office or online by clicking here.
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=7240118)

Signature

Date

* Student registation must be made by October 1, 2021. Please send this form with a copy of
your student ID to DIA Japan office by fax or e-mail.
**To register for Academia Membership, please send this form to DIA Japan office by fax or
e-mail.

Please check the applicable category:
q Academia    q Government    q Industry  

PAYMENT OPTIONS

q Student

Register online at www.DIAglobal.org or check payment method.
q B
 ANK TRANSFER:
When DIA completes your registration, an email will be sent to the
address on the registration form with instructions on how to complete the bank transfer.

Last Name

First Name

M.I.

Department

q Dr.

q Mr.

All local and overseas charges incurred in making the bank transfer
must be borne by the payer.
q Ms.

q CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD OR JCB ONLY)
q VISA q MC
q JCB Exp.(mm/yy)_______________________

Job Title

Company

Card No.

Address
Cardholder Name
City

State

Zip/Postal

Country
Signature

email   Required

Phone Number   Required

Fax Number

DIA JAPAN
tel: +81.3.6214.0574 | fax: +81.3.3278.1313
email: Japan@DIAglobal.org

YOUNG
PROFESSIONAL

DIA Terms and Conditions

REGISTRATION FORM

CANCELLATION POLICY: On or before September 24, 2021

To register please complete the registration form below and fax to
+81-3-3218-1313 or email Japan@DIAglobal.org.
Online registration is not available for Young Professional applicants.
18th DIA Japan Annual Meeting 2021
Event #21303 • October 24-26 | Virtual (Zoom)
DIA will send participants a confirmation mail within 10 business days after receipt of
their registration.
Registration Fees If DIA cannot verify your membership, you will be charged the nonmember
fee. Registration fee includes refreshment breaks and reception (if applicable), and will be
accepted by mail, fax, or online.

Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of membership for a
full year: www.DIAglobal.org/Membership

q I DO want to be a DIA member
q I DO NOT want to be a DIA member

ELIGIBILITY FOR YOUNG PROFESSIONALS RATE

10% TAX
EXCLUDED

YOUNG PROFESSIONALS REGISTRATION FEE

NON-MEMBER

Industry

¥60,000

Super Early-bird (until Sept 10)

q

Early-bird (from Sept 11 to Oct 15)

q

¥63,000

On and after Oct 16

q

¥70,000

q

¥84,000

Industry

EVENT STREAM AND RECORDING
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events
(both face to face and online) that may include your participation in the
event, including your image, questions and comments. To view our full
photography and video recording policy, click here.
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT

Professionals working in health product development, regulation and
related fields, under the age of 35.

MEMBER

Administrative fee that will be withheld from refund amount:
Member or Nonmember = ¥20,000
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥10,000
Cancellations must be in writing and be received by the cancellation date
above. Registrants who do not cancel by that date and do not attend will
be responsible for the full registration fee paid.
Registrants are responsible for cancelling their own hotel and airline
reservations. You may transfer your registration to a colleague at any
time but membership is not transferable. Please notify DIA of any such
substitutions as soon as possible. Substitute registrants will be responsible
for nonmember fee, if applicable.
DIA does NOT allow registrants to pass name badges to others. DIA may
ask attendees to show identifications, if necessary.
DIA reserves the right to alter the venue, if necessary. If an event is
cancelled, DIA is not responsible for any airfare, hotel or other costs
incurred by registrants.

Please provide your date of birth below:

Date of Birth (mm/dd/yyyy)  Required

DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy policy, click here. (https://www.DIAglobal.org/about-us/privacy-policy)
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US.
The personal information provided when you register for an event will be
used to contact you with information about upcoming events, programs,
products and services of DIA. In addition, your name and organization
may be shared with the Program Committee, speakers, and participants
of the event for which you have registered. By submitting this information with your registration form you are regarded as having agreed to this
handling of information. Should you have any questions, please contact
the DIA Japan office (japan@diaglobal.org).
By signing below I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of
booking. These are available from the office or online by clicking here.
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=7240118)

Signature

Date

* Please note that we may ask you to show proof of your identity and age.
10% TAX
INCLUDED**

MEMBERSHIP
Membership

q

¥22,000

2-Year Membership

q

¥39,600

Please complete the form below in block capital letters:

Last Name

PAYMENT OPTIONS

Please check payment method.
First Name

M.I.

Department

q Dr.

q Mr.

q Ms.

q B
 ANK TRANSFER:
When DIA completes your registration, an email will be sent to the
address on the registration form with instructions on how to complete the bank transfer.
All local and overseas charges incurred in making the bank transfer
must be borne by the payer.

Job Title

q CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD OR JCB ONLY)
q VISA q MC
q JCB Exp.(mm/yy)_______________________

Company

Address
Card No.
City

State

Zip/Postal

Country
Cardholder Name

email   Required

Phone Number   Required

Fax Number

Signature

DIA JAPAN
tel: +81.3.6214.0574 | fax: +81.3.3278.1313
email: Japan@DIAglobal.org

