一般社団法人 ディー・アイ・エー・ジャパン
〒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 6 階
TEL: 03-6214-0574 FAX: 03-3278-1313 E-mail: Japan@DIAglobal.org

【 ランチョンセミナー案内 Luncheon Seminar Opportunities 】
1. 名称：
Event:

DIA Medical Affairs Forum 2022
DIA Medical Affairs Forum 2022 in Japan

2. 期間：
Date:

2022 年 9 月 2 日（金）
September 2nd, 2022 （予想参加者数：100 / Expected number of participants: 100）

3. ランチョンセミナー ： 20 分 × 3 枠 ※プログラムの都合上、時間が多少変更する可能性がございます。
9 月 2 日（金） ①13:15-13:35、②13:35-13:55、③13:55-14:15
Luncheon Seminar: 20 minutes Presentation
Friday, September 2nd ①13:15-13:35、②13:35-13:55、③13:55-14:15
4.

参加者情報： ランチョンセミナーの視聴者情報を出展企業に提供します。
Details of attendees participating in the luncheon seminar will be shared with sponsoring companies.

5.

出展費用： 1 枠 165,000 円（税込）に加え、ランチョンセミナー参加者に Starbucks eGift（500 円 /1 人）の
実費負担
Fee: 165,000 JPY (inclusive of 10% consumption tax). Sponsoring company to cover costs of providing a
Starbucks eGift (500 yen) to each luncheon seminar attendee.

6.

出展企業概要：
出展企業の簡単な紹介文および連絡先を、DIA Website 及び DIA Japan が発信する e-blast（受信者：約
10,000 名以上）に掲載いたします。
下記の要領にて、貴社の概要を 8 月 19 日（金）までに DIA Japan（Japan@DIAglobal.org）までお送りいただき
ますようお願い申し上げます。
出展社名 （英語/日本語）、ロゴデータ、概要 （日本語で 220 字、もしくは英語で 100 ワード以内）、 ご
連絡先 （半角英数字での記載をお願いいたします）
Exhibitor’s Profile: A brief introduction (up to 100 words in English / 220 characters in Japanese), Logo
and contact information (company name, email address, phone number) will be listed on the DIA website
and in an e-blast promoting the event. Profiles should be sent to the DIA Japan office via e-mail
（Japan@DIAglobal.org） by August 19th (Friday).

7.

COVID 対策について
DIA Japan のイベント会場に来場される方には、ワクチン接種証明（2 回）
、もしくは 72 時間以内の新
型コロナ検査陰性の確認証明、いずれかのご提出をお願いしております。証明書（こちらを ctrl を押し
ながらクリックしてください）に必要事項をご記入の上、DIA までお送りください。
ご来場されない場合は証明書の提出は不要です。
COVID-19 Measures Upon your arrival at the event venue of DIA Japan, we would like you to submit
your proof of vaccination (twice) or the confirmation certificate of a new COVID-19 negative test within 72
hours. Please fill out the certificate form (click here, with ctrl key) and send it to us. You do not need to
submit a certificate if you do not come to the venue
その他不明な点等ありましたら、DIA Japan までご相談ください。Japan@DIAglobal.org
Should you have any questions, please contact to the DIA Japan Office.

8.

出展のメリット
・視聴者情報（氏名、所属、役職、メールアドレス）を今後の販促に利活用できる
・自社製品に親和性の高い参加者に向けて効果的にプレゼンテーションできる
・視聴者に提供するスターバックスの eGift は大変喜ばれており、Win-Win の関係性を構築できる
・対象 1 万名規模で送信する他の DIA イベントの告知、案内メールにも出展情報が掲載されるため
視聴者（参加者）限定でなく、幅広い人材に PR の機会を得られる
・年間複数回出展された企業には出展費用の 10%割引を適用

