第 14 回 DIA 日本年会ランチョンセミナー 開催のご案内
Welcome to Luncheon Seminar!!
DIA 日本年会プラチナ及びゴールド・サポーターによるランチョンセミナーに関して、ご案内させて頂きます。
11 月 13 日（月）及び 14 日（火）に、7 社による最新の製品やソリューションのご紹介を目的としたランチョンセミナーが開催されま
す。このセミナーへの参加には事前登録が必要です。
会場は会議棟 6F(605/606、607、608)と 1F のセミナールーム(101、102)でランチを取りながらのランチョンセミナーです。
お申し込みは、下記の情報を記入して DIA Japan (japan@diaglobal.org) 宛メールか、DIA 宛て FAX(03-3278-1313) に
てお送り頂けます様宜しくお願い申し上げます。
申し込み期限：11 月 6 日（月）ただし満席になり次第締め切らせて頂きます。
★
★
★
★

参加者の情報はセミナー開催企業に提供致します。
受付には名刺と会場総合受付にて配られるランチ引換券をご用意ください。
アップグレードした弁当とお茶が用意されています。
当日この用紙を印刷して持参して頂きますと、入場がスムーズになります。

The Platinum and Gold Supporters will hold the Luncheon Seminars on November 13th and 14th at lunch
time (12:45 – 13:30) at the 605/606, 607, 608, 101 and 102 seminar rooms.
Prior registration is required in order to participate these seminars.
Please download the application form from the below link, and send filled form to DIA Japan by e-mail
(japan@diaglobal.org) or facsimile (+81 3 3278 1313). The deadline is Monday, November 6th, but because
the number of seats is limited, we recommend to register as early as possible.
* Your information will be provided to the Platinum and Gold supporters.
* Please prepare your business card when you enter the seminar room.
* Upgraded lunch box and Japanese tea are prepared.
**************** 第 14 回日本年会 ランチョンセミナー申込書 ***************
DIA Japan Annual Meeting –Luncheon Seminar application
会社名

(Company Name)

氏

(Name)

名

所属部門

(Department)

職

(Job Title)

位

メールアドレス (e-mail address)
日本年会への参加形態（下記 1～3）について下記からお選び下さい。
Please choose your category for the 14th DIA Japan Annual Meeting
1. 一般参加者 (Attendees)
2. 演者・プログラム委員 (Speaker, Program committee)
3. 展示関係者 (Exhibitor)
Room@
605/606
定員
(200)
101
定員
(100)
102
定員
(100)

11 月 13 日（月）
November 13 (Monday)
12：45-13：30

Room@

11 月 14 日（火）
November 14 (Tuesday)
12：45-13：30

607
CROèe
定員
Japanese language only
(100)
608
inVentiv Health
Medidata Solutions K.K.
定員
同時通訳付
Japanese language only
(100)
simultaneous interpreting
INC Research
101
PAREXEL International
同時通訳付
Full
定員
Japanese language only
simultaneous interpreting
(100)
102
OmniComm Systems Inc.
定員
同時通訳付
(100)
simultaneous interpreting
参加ご希望のセミナーに〇をご記入下さい。Please mark the seminar you will attend.
下記の各社には、同業者の皆様のご参加はご遠慮頂きます様ご協力をお願い致します。
A2 Healthcare Corporation
Japanese language only

Please note that competitors are NOT admitted to the following seminars.
A2 Healthcare Corporation / Medidata Solutions K.K / inVentiv Health / PAREXEL International

