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

【 出展案内 Tabletop Exhibit Outline 】
1.

名称：
Name:

第 7 回 DIA クリニカルオペレーション＆モニタリング・ワークショップ
7th DIA Clinical Operations & Monitoring Workshop in Japan

2.

期間：
Period:

2019 年 3 月 14 日(木)～15 日(金)
March 14-15, 2019

3.

展示会場：
Venue:

KFC ホール前ホワイエ （KFC ビル 3F）
Foyer for KFC Hall (KFC Bldg. 3F)

4.

募集枠：
9 ブース
# of Booths: 9 booths

5.

展示時間 （ブレイク/情報交換会の時間は若干の変更の可能性がございます。）：
Exhibition hour (Tentative: Subject to change according to the program):
第 1 日 Day 1
3 月 14 日（木） Thursday, March 14
12：30 - 19：45
12:30 参加者受付
Registration open
15:15 - 15:45
コーヒーブレイク
Coffee break
18:15 - 19:45
情報交換会
Networking reception
第 2 日 Day 2
3 月 15 日（金） Friday, March 15
9：00 - 16：30
11:00 - 11:30
コーヒーブレイク
Coffee break
12:30 - 14:00
ランチブレイク
Lunch break
16:00 - 16:30
コーヒーブレイク
Coffee break
 初日のコーヒーブレイク、2 日目のランチブレイク、及びコーヒーブレイクのいずれかの時間帯に、
一社につき 5 分間のプレゼンテーションタイムを設けます。貴社ブース内で、マイクのみを使ったプレ
ゼンテーションとなります。（モニターや PC の準備はありません。）
A 5 minute presentation slot will be given to each exhibitor during the coffee breaks or lunch
break, using a microphone at your tabletop space. AV items such as a monitor and PC will not
be provided.

6.

展示スペースと展示資材：
展示スペースは、1 小間を約 2300mm （間口）×1700mm(奥行)とし、机 1 台（1800mm×450mm） と椅子 2
脚をご用意します。もしくは各自机と椅子の持ち込みをご希望の方は事前にご相談ください。原則として机上
での展示をお願いします。パネル（幅 2300mm 以内）などを持ち込まれる場合は机の後ろに設置してくださ
い。パネルの高さに制限は設けておりませんが、常識の範囲内でお願いします。机の両脇への設置は隣接
スペースの視界の妨げとなりますのでご遠慮願います。イメージムービー等、音の出る物を使用される場合
は、隣接する出展者様の迷惑にならない音量でお願いします。ホール壁面への貼付、鋲留は一切禁止され
ておりますのでご留意ください。電気は１小間につき、5A までとし、コンセントは 2 口使用可。ホワイエでは
Wi-Fi が利用可能です。
Tabletop space and materials:
One 1800mm x 450mm table and two chairs will be provided per space (size: 2300mm in width x
1700mm in depth). Or can be prepared by Exhibitors’ own upon request and the size needs to be
within the space. Table must not be removed. Please place your materials on the table. Additional
equipment such as a panel (less than 2300mm in width) may be placed behind the table only so as not
to block neighbors’ view. Please set the volume to the minimum, if you display image movies. It is

prohibited to thumbtack, or tape exhibiting materials on the wall.
Two 5-amp power supplies are available per tabletop space. (Japanese standard plug only)
Free Wi-Fi is available in the foyer.
7.

出展費： 1 スペース 216,000 円（税込）
出展費には、会議参加 1 名および展示担当要員 2 名が含まれています。展示担当要員の追加は 1 名につ
き 12,960 円を申し受けます。最大 3 名の追加が可能です。
Exhibit Registration fee: JPY216,000 (incl. consumption tax) per table
Exhibition includes one complimentary full-meeting registration and two booth personnel. Additional
booth personnel may be purchased for JPY12,960. Maximum 3 additional booth personnel passes
can be purchased.

8.

出展企業概要：
出展企業の簡単な紹介文および連絡先を、参加者に当日配布するハンドアウトに掲載いたします。
Exhibitor’s Profile: Exhibitor’s profile will be printed in a conference handout which is distributed to all
attendees on site.

9.

ハンドアウトへの広告掲載（オプション）：
出展企業には、以下の料金にてハンドアウトへの広告掲載ができます。2019 年 2 月 21 日（木）までにお申し
込みください。
Advertisement on the meeting handout (Options): Exhibitors have an option to put an advertisement
on the meeting handout with the following rates. Those who would like to insert Ad, please send an
application form by Thursday, February 21.
Page Size
A4 Black & White
A5 Black & White

Exhibiting Company Rates
出展社特別料金
¥54,000 (tax included)
¥32,400 (tax included)

Non-exhibiting Company Rates
一般料金
¥108,000 (tax included)
¥54,000 (tax included)

その他不明な点等ありましたら、DIA Japan 中村までご相談ください。 Tomoko.Nakamura@DIAglobal.org
Should you have any questions, please contact Tomoko NAKAMURA at DIA Japan Office.

