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ご 挨 拶

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は一般社団法人日本医療薬学会の活動にご協力賜り、誠に有難うございます。
この度、2022 年 9 月 23 日（金・祝）から 25 日（日）の 3 日間、G メッセ群馬ならびに高崎芸術劇場において、第 32
回日本医療薬学会年会を開催させていただくこととなりました。
主催団体である一般社団法人日本医療薬学会は、病院・診療所、保険薬局、製薬企業、教育機関、行政等に携
わる会員によって構成され、医療薬学に関する学理及びその応用にかかる研究発表、知識・情報の交換、会員相互
及び関連学会との連携協力等を行うことにより、医療薬学の進歩及び普及を図るとともに本学術領域の発展と国民
の健康福祉の向上に寄与することを目的としており、その活動の一つとして年会が開催されております。第 32 回年
会では「知の融合で織りなす Society 5.0 の医療薬学」をテーマに掲げて、各分野の先端技術を用いた新たな社会
における医療薬学について議論したいと考えております。また、最新の技術、知識の普及を目的に、第 32 回年会は
現地開催と web 開催を併用したハイブリッド開催を予定しており、約 10,000 名 の医療薬学関係者の参加を見込ん
でおります。
本来、会議の諸費用は参加費をもって賄うべきでありますが、質素倹約を旨として運営を行いましても、昨今の諸
費用高騰のため、参加費のみでの運営は甚だ困難と言わざるをえません。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、本会での協賛募集を別紙のごとく行いたく存じますので、本会開催の
趣旨をご理解いただき、ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、拠出いただきました協賛金について、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「共催企業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、学会等の会合開
催にかかる費用を公開することについて了承いたします。
末筆ながら、貴社の益々のご発展を心より祈念申し上げます。
謹白
2021 年 10 月吉日

第 32 回日本医療薬学会年会
年会長
山本 康次郎
(群馬大学医学部附属病院 教授・薬剤部長)
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第 32 回日本医療薬学会年会 開催概要
1. 会 議 名 称

第 32 回日本医療薬学会年会

2. テ

マ

知の融合で織りなす Society 5.0 の医療薬学

3. 会

期

4. 会

場

2022 年 9 月 23 日(金・祝）～25 日（日）
※現地開催と web 開催を併用したハイブリッド開催を予定
G メッセ群馬
〒370-0044 群馬県高崎市岩押町 12 番 24 号
高崎芸術劇場
〒370-0841 群馬県高崎市栄町 9-1

5. 主

催

ー

一般社団法人日本医療薬学会

6. 年会事務局

第 32 回日本医療薬学会年会事務局
年会長
山本 康次郎
組織委員長 荒木 拓也
群馬大学医学部附属病院 薬剤部
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目 39 番 15 号

7. 運営事務局

第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail：32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。

8. ホームページ

https://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/

9. 開催計画の概要（予定）
1）プログラム
年会長講演
会頭講演
特別講演
教育講演
日本医療薬学会学術貢献賞受賞講演/日本医療薬学会奨励賞受賞講演
Postdoctoral Award 受賞講演
国際シンポジウム
シンポジウム（企画、公募）
一般演題（口頭発表・ポスター発表）
共催セミナー
併設医薬品・医療機器展示、書籍展示
市民公開講座
その他
2）参加人員 10,000 名（予定）
10. 依頼社数

約 100 社

11. 情報公開について
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガ
イドライン」、日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイド
ライン」に基づき、「共催企業様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、学会等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承いたします。
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12.収支予算書
（収入）

（支出）
項目

金額

1 参加費収入
2 懇親会費収入
3 プログラム集販売収入

項目

金額

¥109,150,000

I 事業費

¥174,628,423

¥2,250,000

1 会議費

¥7,023,500

2 旅費交通費

¥3,246,000

¥37,500

4 広告収入

¥2,915,000

3 通信費・運搬費

¥4,282,000

5 展示収入

¥14,910,000

4 消耗什器備品費

¥17,025,756

6 共催収入

¥44,220,000

5 消耗品費

¥2,424,180
¥8,349,200

7 補助金収入

¥1,000,000

6 印刷製本費

8 寄付金収入

¥6,500,000

7 賃借料

¥41,657,727

¥1,000

8 諸謝金

¥5,650,000

9 委託費

¥75,226,060

9 利息等

10 支払手数料

¥8,204,000

11 雑費

¥1,540,000

II 事業税相当額

¥5,988,353

Ⅲ 予備費
収入合計

¥180,983,500

¥366,724
支出合計
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¥180,983,500

メディカルセミナー募集要項
会
期： 2022 年 9 月 23 日（金･祝）～25 日（日）
開催時間： セミナー12:00～13:00（予定）
開催型式： 現地開催（予定）
1. 共催費
タイプ
共催費（消費税込）
席数
開催数
メディカルセミナーA
1,320,000 円
500 席
6
メディカルセミナーB
1,210,000 円
200～350 席
30
※会場仕様は変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染予防対策として、会場席数を調整させていただく場合がありますので、ご了承くださ
い。
※複数社共催によるお申し込みも可能です。
※希望により、LIVE 配信および事後オンデマンド配信可（追加オプション予定）
2. セミナー共催費用について - 共催費に含まれるもの（予定）
・会場使用料（音響、照明設備基本使用料含む）
・映像機材（スクリーン、液晶プロジェクター、オペレーター人件費含む）
・発表機材（卓上ライト、レーザーポインター、PC、USB キーボード・マウス、液晶モニター2 台（座長・演者））
・付帯備品（演台、椅子、資料・弁当配布用テーブル）
3. セミナー共催費用について – 共催費用に含まれないもの（予定）
・参加者用弁当
お弁当は年会事務局で内容を決定の上、運営事務局が発注を集約し、一括手配いたします。
金額 … \1,650.- 消費税込（予定）・お茶付
数量 … ご相談させていただきます。
・看板（会場前、控室前）
・控室使用料
・座長・演者に関する接遇費用（交通費、宿泊費、謝金、飲食費、諸経費等）
・広告チラシ作成費、運営要員人件費、控室での試写機材
・セミナー会場内の設置機材以外のオプション機材費（録画、録音、通訳機器、その他）
・オンライン会議システムからの配信費用（LIVE 配信、リモート登壇関連費（発表会場費、リモート登壇システ
ム・機材関連費、通信費、人件費等）、オンデマンド配信関連費）
※上記お弁当、オプション品のご発注は、オンラインシステムにて承ります。詳細は、開催 1～2 ヶ月前頃にご案
内いたします。追加手配にかかる費用には、別途手数料として 15％を申し受けますので、予めご了承くださ
い。
4. プログラム内容（テーマ、座長、演者）
プログラム内容については各企業のご希望をいただき、学会プログラムと調整、ご相談の上で決定させていた
だきます。内容は、調整をお願いすることもありますので、予めご了承ください。
5. 開催枠の決定・注意事項
開催日時・会場は、申し込み締め切り後に希望枠、講演内容、座長・演者の予定等を考慮して年会事務局にて
決定いたします。ご希望に添えない場合もありますが、予めご了承のうえ、ご一任ください。
座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）は、貴社に一任します。
申込社が、年会事務局の許可なく開催枠の全部または一部を第三者に譲渡、貸与もしくは申込社同士におい
て交換することはできません。
6. プログラム集への掲載内容について
『第 32 回日本医療薬学会年会プログラム集』には、共催セミナーの抄録、演者略歴を掲載する予定です。
開催枠の決定後に作成要項をご案内いたしますので、演者へのご依頼をお願いいたします。
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7.告知
セミナーチラシを作成される場合は、原稿データを事前に運営事務局までお送りください。
8. 会場運営
開催 1～2 ヶ月前頃に“セミナー運営要項”をお送りいたします。セミナー当日の会場運営は、セミナー運営要
項に基づき貴社にてお願いします。弁当･資料配布、アナウンス･進行・照明等は貴社にてご対応ください。
9. 備品の管理および事故
セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、盗難･紛失･損傷等について、主催者は
補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入するなどの措置をとってください。
申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において解決するものとし、主催者はこれ
に対し一切責任を負いません。
10.お申し込み方法・期日
本年会ホームページの「協賛申込」から申込フォームへお進みいただき、お申込みください。
ホームページ http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
申 込 期 日 2022 年 3 月 10 日（木） → 4 月 11 日（月）
希望される枠を第 3 希望まで必ず明記してください。
テーマ、座長、演者が未定の場合は、申込締切日までに出来る限りご記入ください。
11.申し込みの取り消し
申込期限後の取り消しはできません。ただし、やむを得ない理由で取り消しを希望される場合は書面にて事情
を説明し、主催者の承認を受けてください。
取り消された場合には、共催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。
12.変更・中止
主催者は、不測の事態ややむを得ない事情により、開催期間や時間、開催形態等を変更、または開催を中止
する場合があります。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、通信設備の損壊、行政機関の指示・命令・
規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、これらによ
り生じた共催社の出費や損害は補償出来かねます。共催費の一部または全部を返金しない場合があります。
13.共催費のお支払い
セミナー開催枠の決定通知後に、請求書をお送りします。期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。
振込み手数料は貴社にてご負担願います。
銀行発行の「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただきます。
＜口座情報＞

群馬銀行 前橋駅南支店（店番号 117） 普通預金口座 0722706
第 32 回日本医療薬学会年会組織委員長 荒木 拓也
ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝｲﾘﾖｳﾔｸｶﾞｸｶｲﾈﾝｶｲ

14.お問合せ先
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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広告募集要項
1. プログラム集概要
・媒 体 名： 『第 32 回日本医療薬学会年会 プログラム集』
・発行時期： 2022 年 9 月初旬予定（広告掲載企業には、プログラム集を 1 部進呈いたします）
・規
格： A4 版、表紙カラー、本文モノクロ
・発行部数： 8,500 冊（事前登録参加者への配布他）、会員へのプログラム集データ配布
・作 成 費： 5,797,000 円
2. 広告料（消費税込）
表 4（裏表紙）
表 2（表紙裏）
表 3（裏表紙裏）
後付
後付

1頁
1頁
1頁
1頁
1/2 頁

275,000 円
220,000 円
165,000 円
88,000 円
55,000 円

1社
1社
1社
10 社
20 社

3. お申し込み方法・期日
本年会ホームページの「協賛申込」から申込フォームへお進みいただき、お申込みください。
ホームページ http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
申 込 期 日 2022 年 5 月 10 日（火）
4. 広告版下の送付
当方では広告版下の作成は致しません。貴社にて完全版下および PDF データ（解像度 350dpi 以上）の出力サ
ンプルをご用意の上、メールにて運営事務局（32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp）までお送りください。
版下送付期日 2022 年 5 月 17 日(火) 必着
5. 掲載頁の決定
広告掲載頁割の最終決定は、年会長および年会事務局にご一任ください。
表 4・表 2・表 3 につきましては、ご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。
申込社が、年会事務局の許可なく掲載頁の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申込社同士にお
いて交換することはできません。
6. 変更・中止
主催者は、不測の事態ややむを得ない事情により、開催期間や時間、開催形態等を変更、または開催を中止
する場合があります。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、通信設備の損壊、行政機関の指示・命令・
規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、これらによ
り生じた協賛社の出費や損害は補償出来かねます。広告費の一部または全部を返金しない場合があります。
7 .広告料のお支払い
申込み締切り後に、請求書をお送りします。期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。
振込み手数料は貴社にてご負担願います。
銀行発行の「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただきます。
請求書発行後のキャンセルは、一切受け付けません。
＜口座情報＞

群馬銀行 前橋駅南支店（店番号 117） 普通預金口座 0722706
第 32 回日本医療薬学会年会組織委員長 荒木 拓也
ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝｲﾘﾖｳﾔｸｶﾞｸｶｲﾈﾝｶｲ
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8. お問合せ先
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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抄録アプリ広告募集要項
1. 広告媒体名
第 32 回日本医療薬学会年会 抄録アプリ
2. 掲載要領
・広告料：220,000 円（消費税込）
・本年会抄録アプリのトップページ下部に広告バナーを掲載
・対象者：本年会参加者
・広告セールス方式：貴社広告バナーより貴社ホームページへのリンクを設定
・掲載期間：2022 年 9 月上旬（アプリ提供開始時期）～会期終了 ※予定
3. 広告規格
データサイズ：横 258×縦 86 ピクセル、JPEG または PNG 形式
4. お申し込み方法・期日
本年会ホームページの「協賛申込」から申込フォームへお進みいただき、お申込みください。
ホームページ http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
申 込 期 日 2022 年 6 月 10 日（金）
5. 広告データの送付
広告データは貴社にて用意の上、E-mail に添付して運営事務局（32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp）までお送り
ください。リンク先のホームページ URL をメール本文に明記してください。
データ送信期日 2022 年 6 月 10 日(金) 必着
6. 変更・中止
主催者は、不測の事態ややむを得ない事情により、開催期間や時間、開催形態等を変更、または開催を中止
する場合があります。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、通信設備の損壊、行政機関の指示・命令・
規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、これらによ
り生じた協賛社の出費や損害は補償出来かねます。広告費の一部または全部を返金しない場合があります。
7. 広告料のお支払い
申込み締切り後に、請求書をお送りします。期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。
振込み手数料は貴社にてご負担願います。
銀行発行の「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただきます。
請求書発行後のキャンセルは、一切受け付けません。
＜口座情報＞

群馬銀行 前橋駅南支店（店番号 117） 普通預金口座 0722706
第 32 回日本医療薬学会年会組織委員長 荒木 拓也
ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝｲﾘﾖｳﾔｸｶﾞｸｶｲﾈﾝｶｲ

8. お問合せ先
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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HP バナー広告募集要項
1. 広告媒体名
第 32 回日本医療薬学会ホームページ
2. 掲載要領
・広告料：55,000 円（消費税込）
・掲載場所 … http://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
・対象者：医師、看護師、薬剤師、他学会関関係者等
・広告セールス方式：貴社指定マークから貴社ホームページへリンクを設定
・掲載期間：申込受付完了およびデータ受信時 ～ 2022 年 10 月 31 日(月)
3. 広告規格
データサイズ：横 258×縦 86 ピクセル、JPEG または PNG 形式
4. お申し込み方法・期日
本年会ホームページの「協賛申込」から申込フォームへお進みいただき、お申込みください。
ホームページ http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
申 込 期 日 2022 年 8 月 10 日（水）
5. 広告データの送付
広告データは貴社にて用意の上、E-mail に添付して運営事務局（32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp）までお送り
ください。リンク先のホームページ URL をメール本文に明記してください。
データ送信期日 2022 年 8 月 10 日(水) 必着
6. 変更・中止
主催者は、不測の事態ややむを得ない事情により、開催期間や時間、開催形態等を変更、または開催を中止
する場合があります。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、通信設備の損壊、行政機関の指示・命令・
規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、これらによ
り生じた協賛社の出費や損害は補償出来かねます。広告費の一部または全部を返金しない場合があります。
7. 広告料のお支払い
申込み締切り後に、請求書をお送りします。期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。
振込み手数料は貴社にてご負担願います。
銀行発行の「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただきます。
請求書発行後のキャンセルは、一切受け付けません。
＜口座情報＞

群馬銀行 前橋駅南支店（店番号 117） 普通預金口座 0722706
第 32 回日本医療薬学会年会組織委員長 荒木 拓也
ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝｲﾘﾖｳﾔｸｶﾞｸｶｲﾈﾝｶｲ

8. お問合せ先
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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出展募集要項
※日本薬科機器協会主催展示会に関しましては、協会へ直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。
1. 募集概要
・展示日程：2022 年 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日）
・展示会場：G メッセ 1F 展示ホール
・出展対象：医療機器、検査機器、医療情報機器、医薬品、書籍等
・募集小間数：医薬品・医療機器展示 50 小間（予定）、書籍・音響展示 20 小間（予定）
2. 展示日程（予定）
2022 年 9 月 22 日(木)
9 月 23 日(金･祝)
9 月 24 日(土)
9 月 25 日(日)

9：00～17：00
17：00～20：00
9：00～18：35
9：00～18：35
9：00～14：00
14：00～17：00

3. 出展料（消費税込み）
種類
単位
基礎小間
1 小間～

主催者側基礎小間設営
出展者展示物搬入・設営
展示
展示
展示
展示物搬出・撤去

小間サイズ（予定）
規格
1.62 ㎡
バックパネル+展示台
(幅 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m)
書籍展示
1 本～
長机(1 本 0.9m×1.8m)
机のみ
×希望本数
※基礎小間金額に含まれるもの：小間設営費、事務局経費、展示机等

出展料
165,000 円
33,000 円

4. 基礎小間規格
医薬品・医療機器展示
①間口 W1800 ㎜×D900 ㎜×H2400 ㎜（袖パネル無し）
②社名板（W900 ㎜×H200 ㎜、白ベース、黒ゴシック体文字）
③展示台（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜、白布付）
※電気工事費は含みません。コンセントなど基礎小間に含まれないものにつき
ましては、お申し込み後に改めて運営事務局よりご案内させていただきます。

書籍・音響展示

①間口 W1800 ㎜×D900 ㎜（バックパネル無し）
②展示台（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜、白布付）
※電気工事費は含みません。コンセントなど基礎小間に含まれないものにつき
ましては、お申し込み後に改めて運営事務局よりご案内させていただきます。

5. 電気工事
コンセントおよび電源仮設工事費、消費電力は出展社のご負担とさせていただきます。料金は会期終了後にご
請求いたします。
※ご注意
電源異常、事故による停電、または電圧降下のために出展物等を損傷した場合、年会事務局および運営
事務局は、その負担を負いかねます。出展社は予め事故防止のための充分な保護措置を講じてください。
- 11 -

6. 特別装飾
別途有償にて、運営事務局で申し受けます。
7. 申込小間数と小間位置の決定
出展申込小間数は 1 小間を単位として小間数に制限は設けません。
小間位置の決定は、出展物の種類、小間数等を考慮し、主催者が決定いたします。
出展者が許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません。
8.出展物の管理
出展物の管理は申込企業が責任を負うものとし、盗難･紛失･損傷等について、主催者は補償を含めた一切の
責任を負いかねますので、各社にて保険に加入するなどの措置をとってください。
申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において解決するものとし、主催者はこれ
に対し一切責任を負いません。
9.お申し込み方法・期日
本年会ホームページの「協賛申込」から申込フォームへお進みいただき、お申込みください。
ホームページ http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/
申 込 期 日 2022 年 5 月 10 日（火）
※申込期限前に募集小間数に達した場合は申し込みを締め切らせていただくこともあります。ご了承ください｡
※出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合は、出展申し込みをお断りする場合があります。
10.申し込み後の取り消しについて
申し込み後の出展取り消しは、原則として受けかねます。ただし、やむを得ない理由で取り消しを希望される場
合は書面にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。
取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。
11.変更・中止
主催者は、不測の事態ややむを得ない事情により、開催期間や時間、開催形態等を変更、または開催を中止
する場合があります。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、通信設備の損壊、行政機関の指示・命令・
規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、これらによ
り生じた出展社の出費や損害は補償出来かねます。出展料の一部または全部を返金しない場合があり、また、
それまでに要した主催者側の費用をいただく場合がございます。予めご了承ください。
12.出展料のお支払い
出展申込み締切り後に、請求書をお送りします。期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。
振込み手数料は貴社にてご負担願います。
銀行発行の「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただきます。
＜口座情報＞

群馬銀行 前橋駅南支店（店番号 117） 普通預金口座 0722706
第 32 回日本医療薬学会年会組織委員長 荒木 拓也
ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝｲﾘﾖｳﾔｸｶﾞｸｶｲﾈﾝｶｲ

13.お問合せ先
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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第 32 回日本医療薬学会年会協賛申込（オンライン）について
第 32 回日本医療薬学会年会の各種協賛申込みは、オンライン登録にて受付いたします。
本年会ホームページ内「協賛申込」より、ご登録をお願いいたします。
ホームページ

http ://convention.jtbcom.co.jp/32jsphcs/

※基本的に TEL 及び FAX による申込み受付はいたしませんので、予めご了承ください。
なお、インターネット環境のない方は、運営事務局にお問合せください。
＜お申込みの流れ＞
1.
新規申込者登録
登録後、申込み ID がメール
で届きます。

2.
マイページログイン

3.
マイページ MENU
より各種申込み登録

メールで届いた申込み ID
と設定したパスワードを入
力してログインください。

ご希望の協賛内容を選択
し、必要事項を入力の上、
ご登録をお願いします。
各種お申込み完了後、確認
メールが届きます。

※推奨ブラウザ
Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降
※個人情報の利用目的
お名前、メールアドレス等の個人情報は、協賛申込に関して、請求書、領収書、本件に関する連絡以外の
目的には利用しません。又、個人情報は第三者へは開示いたしません。
【お問い合わせ先】
第 32 回日本医療薬学会年会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部 コンベンション第二事業局内
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 8 階
E-mail： 32jsphcs-sponsor@jtbcom.co.jp
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、運営事務局はテレワークを実施しております。
原則 E-mail でお問合せいただきますようお願いいたします。
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