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ご 挨 拶 

 

謹啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

このたび、第33回日本がん看護学会学術集会を会員、関係者の皆様のご支援とご協力のもと、

2019年2月23日・24日に福岡で開催できることに心より感謝申し上げます。 

 

今回の学術集会のテーマは、「その人らしさを支えるがん看護～知と技の伝承から創造へ～」

といたしました。がん医療はめまぐるしく変化し、高度化・個別化、多様化を呈しています。

今後、がんゲノム医療の本格的な展開によりがん患者を取り巻く環境はますます変化していく

と思われます。世界に先駆けて超高齢社会を迎えたわが国においては、認知機能の問題や慢性

的な疾患を併せもつがん患者が急速に増加するとともに、生活しながら治療するがんサバイバ

ーも増加しています。先端的な医療介入を必要とする一方で、生活調整や生活支援を中心とし

たケア、人々の価値観の多様性が重んじられる中でのその人の生き方を尊重した意思決定支援、

医療と介護の連携やコミュニティに広げていくアプローチが求められています。 

しかし、いつの時代においても看護職者は、がんとともに生きる患者とその家族の生活を軸

にした支援を続け、『その人らしさ』を尊重することを重要視してきました。様々な課題を抱

えるがん患者とその家族の『その人らしさ』を支えるためには、豊かな看護の知と技が必要で

あり、先達の知と技を可視化し、さらに発展・創造させていくことが求められています。看護

の知の構築には、学問の垣根を超えた知の統合が重要であり、実践の経験知を客観的な知であ

る形式知として蓄積し、形式知を実践の中で内在化していくことが必要です。 

そこで、今回の学術集会では、これまでのがん看護学の発展や成果がもたらした確かな知識

や技術の積み重ねを継承しつつも、これからのがん看護には何が求められ、『その人らしさ』

を支えるためにどのようなことを創造し、いかに社会に貢献していけるのかについて考える機

会にしたいと思います。 

 

本大会をより実り多いものにするために、さまざまな企画を計画中ではございますが、会員

の参加費のみでは十分ではなく、ご賛同頂いた企業の皆様のご協力なくしては実現が難しい状

況にあります。 

このような事情にご配慮頂き、第33回日本がん看護学会学術集会をより充実したものにする

べく、ご支援、ご協力を頂ければ幸いでございます。何卒ご検討を頂きたく、ここに書面をも

ってお願い申し上げます。 

謹白 

 

第33回日本がん看護学会学術集会 

学術集会長 國府 浩子 

熊本大学大学院生命科学研究部 教授 
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開 催 概 要 

1.会議名称 

和文名：第 33 回日本がん看護学会学術集会 

英文名：The 33rd Annual Conference of the Japanese Society of Cancer Nursing

  

2.主催 

一般社団法人 日本がん看護学会 

 

3.学術集会長   

國府 浩子（熊本大学大学院生命科学研究部 環境社会医学部門看護学講座 教授） 

 

4.会期 

2019 年 2 月 23 日（土）～2月 24 日（日） 

 

5.会場 

    福岡国際会議場（〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1） 

福岡サンパレス（〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町 2-1） 

マリンメッセ福岡（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町７−１） 

 

6.会議の目的 

がん患者の Quality of Life の向上を目指し、本領域を発展させるためにがん看護に

携わる臨床の看護師並びに看護学生・教育者等が知見を広め、実践と教育を通して社

会に貢献することを目的とする。 

 

7.開催計画の概要 

月  日 プログラム（予定） 

2 月 23 日（土） 会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッショ

ン、教育・研究活動委員会企画、SIG フォーラム、ガイドライン委員会

主催研修会、ナーシング・サイエンス・カフェ、倫理委員会主催研修会、

一般演題(口演・示説)、交流集会、企業展示 等 

2 月 24 日（日） 特別講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション、編集委

員会主催研修会、国際活動委員企画 国際活動シンポジウム、がん看護技

術開発委員会主催研修会、一般演題(口演・示説)、市民公開講座、交流

集会、企業展示 等 

 

8.参加予定者数 

 約 4,300 人  
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9. 第 33 回日本がん看護学会学術集会 企画委員一覧 

 

学術集会長 國府 浩子  熊本大学大学院生命科学研究部 

運営委員長 江口 惠子  社会医療法人 博愛会 相良病院 

次期学会長 城所 扶美子  昭和大学病院 

学会理事 片岡 純  愛知県立大学看護学部 

安達 美樹  熊本大学医学部附属病院 

江上 雅代  別府医療センター 

岡本 泰子  熊本大学医学部附属病院 

小濱 京子  熊本大学大学院生命科学研究部  

方尾 志津  国立病院機構 熊本医療センター 

菊内 由貴  四国がんセンター 

柊中 智恵子  熊本大学大学院生命科学研究部 

楠葉 洋子  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 保健学専攻

佐藤 まゆみ  千葉県立保健医療大学 

高木 良重  医療法人福西会 福西会病院 

寺町 芳子  大分大学医学部看護学科 

西山 ゆかり  独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 

塗木 京子  久留米大学病院 

野口 久美子  九州がんセンター 

野口 玉枝  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 

濱田 正美 九州大学病院 

原 頼子  久留米大学医学部看護学科 

樋口 有紀  熊本大学大学院生命科学研究部 

平井 和恵  東京医科大学医学部看護学科 

廣田 真里 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 

森 文子  国立がん研究センター中央病院  

安永 浩子  国立病院機構 熊本医療センター 

山本 瀬奈  社会医療法人 博愛会 相良病院 

山本 治美 熊本大学医学部附属病院 

（50 音順） 

 

10.本学術集会に関するお問合わせ先 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  Fax.06-6441-2055   

E-mail：jscn33@a-youme.jp 
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11.収支予算 

 

（収 入）                            （単位 千円） 

項 目 金 額 摘 要 

参加費収入 50,665 参加費 

教育セミナー 9,100 企業共催のセミナー 

広告収入 1,505 プログラム集掲載広告 

バナー広告収入 1,100 抄録アプリ・HP バナー広告 

企業展示 16,250 企業の展示ブース 

寄付金 500 寄付金 

補助金 2,000 学会本部からの補助金 

合 計 81,120   

 

 

（支 出）                            （単位 千円） 

項 目 金 額 摘 要 

印刷費 7,730 講演集、ポスター、チラシ、封筒、趣意書等 

Web 作成費 702 ホームページ、広報用 DVD 作成費 

抄録アプリ作成費 1,296 抄録アプリ作成 

事前参加登録経費 1,690 事前参加登録 受付管理費 

演題登録 918 演題登録、採択通知 

発送費、通信費 356 講演集、参加証、ポスター等発送費、電話、FAX 

準備委員会開催費 4,819 事前準備委員会開催費 

会場費 21,086 会議場、展示場、付帯設備 

映像機材費 13,500 会場内映写機材 

看板装飾費 14,040 展示小間、ポスターパネル等 

当日運営人件費 3,326 受付、クローク、会場等係員、指揮者 

講師招聘費 3,412 非会員講師招聘費 

消耗品費、雑費 2,752 運搬費、ネームカード等消耗品購入費 

事後会計監査費 245 会計士による監査、源泉徴収 

事後処理費 1,144 お礼状発送等 

企画運営費 4,104 運営業務委託費 

合 計 81,120   
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第 33 回日本がん看護学会学術集会 

 

各種要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

学術集会長  國府 浩子 

熊本大学大学院生命科学研究部 教授

●募金募集要項（P.6） 

●講演集 広告募集のご案内（P.7） 

●抄録アプリ バナー広告のご案内（P.8） 

●ホームページアプリ バナー広告のご案内（P.9） 

●出展のご案内（P.10-12） 
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●募金の目的 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 開催経費に充当 

 

●募金期間 

2018 年 6 月 1 日(金)より 2019 年 2 月 24 日(日)まで 

 

●募金目標額 

500,000 円（総経費 81,120,000 円） 

本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、別紙①に必要事項を記入の後、郵送またはフ

ァックスでご送付ください。 

 

●振込先 

三井住友銀行 大阪本店営業部 

口座番号：（普通）8462890 

口 座 名： 第 3 3 回
だいさんじゅうさんかい

 日本
にほん

がん看護
かんご

学 会
がっかい

学 術
がくじゅつ

集 会
しゅうかい

 

 

●問合わせ先 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  Fax.06-6441-2055 

E-mail : jscn33@a-youme.jp 

  

募 金 募 集 要 項 
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●発行部数 

講演集 A4 判、5,000 部（予定） 

 事前送付及び当日販売用 

 

●講演集発行予算 

 4,460,440 円 

 

●広告料金（消費税込） 

表紙 4 １頁   250,000 円 （1 口） 白黒 

表紙 2 １頁   200,000 円 （1 口） 白黒 

表紙 3 １頁   180,000 円 （1 口） 白黒 

後付け １頁    80,000 円 （7 口） 白黒 

後付け 1/2 頁    45,000 円 （7 口） 白黒 

  

＊（ ）内は掲載社数の想定。 

＊ ページ割付は主催者に一任ねがいます。選定理由は公表いたしません。特に表紙 2、3、 

4 については、複数のお申込みがあった場合、学術集会側にて決定させていただきます。

決定後、2018年 11月 16日以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込ください。 

＊ データを運営事務局までお送りください。 

 

●申込み期限 2018年11月16日(金) 

 

●申込み方法 申込書②に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送りください。 

 

●広告版下データについて 提出期限日：2018 年 11 月 22 日（木） 

完全版下データをメールに添付いただくか、CD-ROM または DVD にてご送付ください。原稿は

必ず「PDF」にした校正用データもご送付ください。なお、原稿の返却ご希望の場合には返送

用封筒を切手貼付の上同封してください。 

 

●お支払い方法 

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会

口座（請求書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にか

えさせていただきます。振込み手数料は御社にてご負担ください。 

 

●その他 お申込み企業1社につき1冊「講演集」を進呈させていただきます。 

講演集 広告募集のご案内 
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●抄録アプリ バナー広告 

 抄録アプリの TOP ページにバナー広告を掲載することができます。 

 バナーをタップすると、貴社のホームページにリンクします。 

 掲載数：2社 

 掲載位置：TOP ページ画面下部 

 切替：1社 2秒間隔で切替 

 データサイズ：1536×210 ピクセル 

 画像形式：PNG ファイル 

  

●抄録アプリ作成予算 

 1,296,000 円 

 

●バナー広告料金（消費税込） 

1 社目   200,000 円 （2 秒）  

2 社目   150,000 円 （2 秒）  

＊TOP 画面を開くごとに、1 社目(A 社)、2 社目(B 社)と、A,B の順に 2 秒交代でバナーが切

り替わる予定です。 

＊2社以上のお申込みがあった場合、学術集会側にて決定させていただきます。決定後、2018

年 11 月 16 日以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込ください。 

＊データを運営事務局までお送りください。 

 

●申込み期限・広告原稿送付締切日 2018年11月16日(金) 

 

●申込み方法 申込書③に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送りください。 

 

●お支払い方法 

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会

口座（請求書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にか

えさせていただきます。振込み手数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いの

ない場合、取消しとさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

抄録アプリ バナー広告のご案内 
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●ホームページ バナー広告 

 ホームページの TOP ページにバナー広告を掲載し、バナーには貴社のホームページをリンク

します。 

 

●WEB 作成予算 700,000 円 

  

●申込み期限・データ送付締切日  

2019年2月1日（金）（スペースが埋まり次第、募集終了といたします。） 

 

●バナー広告料金（消費税込） 

1 社   250,000 円 （募集数 3 社） 

＊申込枠が 3枠の為、ご入金が確認でき次第ホームページに掲載致します。募集枠が埋まり

次第、締切とさせていただきます。 

＊データを運営事務局までお送りください（バナーは貴社でご作成ください。別途費用 

による作成のご相談も承ります）。 

データサイズ：190×55 ピクセル、 画像形式：JPG ファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●内容やデザインについて、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

下記に該当するものはお取扱いできません。 

・政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの 

・当学術集会の準備、開催に支障となるおそれがあるもの 

・以上の他、事務局が不適当と認めるもの 

 

●申込み方法 申込書④に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送りください。 

 

●お支払い方法 

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会

口座（請求書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にか

えさせていただきます。振込み手数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いの

ない場合、取消しとさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 

ホームページ バナー広告のご案内 
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●名称 

第33回日本がん看護学会学術集会 付設展示会 

 

●展示会スケジュール（予定） 

搬入    2019年2月22日(金)  13:00-17:00 

展示    2019年2月23日(土)  9:00-17:30 

2019年2月24日(日)  9:00-16:00 

搬出･撤去  2019年2月24日(日)  16:00から 

 

●会場 

マリンメッセ福岡 

 

●募集小間数（予定） 

65小間 

 

●出展料金（消費税込） 

250,000円／小間 

 

《出展料金に含まれるもの》 

①所定小間使用料 

②基礎小間設営料（基礎小間の仕様については、P.11 をご覧ください。） 

 

《出展料金に含まれないもの》 

①基礎小間以外の設営料 

②小間内装飾料 

③電話・通信回線料等の工事料および使用料 

④追加電気工事代 

⑤水道・光熱代 

⑥出展ブース関係人件費、維持費、要員旅費、およびサービスに関わる費用 

⑦その他設営・管理に関する一切の諸費用 

出展のご案内 
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●基礎小間仕様 

サ イ ズ： 間口 1,980mm×奥行 1,980mm×高さ 2,500mm 

間仕切り： システムパネル（白）画鋲、くぎ打ちはできません。 

小間照明： パラペット裏の蛍光灯（40Ｗ） 

社 名 板    ： 1 枚（統一書体）W900mm×H200mm 

一小間につき 100V 500W コンセント 1ヶ 

長机１本（白布付き）W1800×D450×H700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ スペース小間にてお申込みの場合は、床面に墨出しした上でお引渡しいたします。  

（その場合、バックパネル、袖パネル、社名版、蛍光灯等は設置されません。） 
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●小間割 

出展申込書を受付後、出品物の種類・形状・小間数等を考慮の上、出展者にご連絡いたしま 

す。出展社はこの割当てに対する異議申し立てはできませんのでご了承ください。 
 

●電気 

追加電気を必要とされる場合は、お申込みの容量を用意いたしますので、別紙申込書にご記 

入ください。料金等詳細については、2018 年 12 月中旬頃に送付予定の「出展マニュアル」

をご覧ください。 
 

●出展物の売買の禁止 

 会期中、現金と引換に出展物を引き渡すことを禁止します。ただし、学術集会が認めたもの 

は限定的に許可する場合があります。 
 

●会場・会期・開催場所の変更 

やむを得ない事情により会場、会期及び開催時間を変更する場合があります。この変更を理 

由として出展申込みを取り消すことはできません。また、これによって生じた損害は補償し 

ません。 
 
●出展申込みの取消に伴うキャンセル料 

申込書提出後の取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出展の取消し

を希望される場合は文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。 

・2018年12月1日（土）以降のキャンセルの場合：出展料の50％  

・2019年1月1日（火）以降のキャンセルの場合：出展料の100％ 
 

●透明性ガイドラインに関する同意について  

本学会では、本学術集会企業展示会に要した費用に関して、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関する指針」及び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、各社が情報公開す

ることに同意いたします。 なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきます

ので、予めご了承ください。 
 

●展示ブース内セミナーの開催について 

展示ブース内セミナー開催希望の場合は下記条件をご確認ください。 

・教育セミナーへお申込み頂いた企業に限り、セミナー開催申込みを受付いたします。ご希 

望の場合は希望事項欄にその旨をご記入ください。 

・セミナー内容、開催スケジュール、講師などの開催情報を申込み期限までに運営事務局ま

でご提出頂き、学術集会長の承認を得たセミナーのみ開催を許可いたします。検討の結果、

承認を得られない場合もございますのでご了承のほどお願いいたします。 

・広報用のチラシを作成頂く場合は「共催：第33回日本がん看護学会学術集会」の記載を頂

き、事前に校正データを運営事務局までご提出を頂けますようお願いいたします。 

・展示ブース内セミナー情報については講演集への掲載はございません。 
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●その他 

・各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の盗難・紛失・災害に対する補償等は

学術集会では負いかねますのでご了承ください。 

・展示物が本展示会の趣旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもあります。 

・本案内に記載されていない事項等については、学術集会 運営事務局にお問合せください。 

 
 

●申込み期限 2018年11月30日(金) 
 

●申込み方法 申込書⑤に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXにてお送りください。 
 

●お支払い方法 

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に出展料総額を指定の学 

会口座（請求書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書

にかえさせていただきます。振込み手数料は貴社にてご負担ください。また期限までにお支

払いのない場合は、申込を取消しとさせていただくことがございますので予めご了承くださ

い。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申込書①～⑤ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  E-mail : jscn33@a-youme.jp 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

寄付金申込書 
 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

学術集会長 國府 浩子 殿 

 

 

この度の学術集会の趣旨に賛同し、下記のように寄付いたします。 

 

 

金     円也 

 
＜払込方法＞ 

       

銀行    支店を通じて   月   日に払い込みます。 

 

＜受 領 書＞ 

        要 ・ 不要（どちらかを○で囲ってください。） 

 

平成  年  月  日 

    

 

 貴社名
フ リ ガ ナ

： 

 

 ご住所： 

 

 担当者
フ リ ガ ナ

： 

             部       課 

 

    TEL: 

 

 FAX: 

 

 E-mail: 

 

税制上の免税措置は講じておりませんのでご承知おきください。 

本書は、FAX または郵送にて必ずお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

別紙① 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  E-mail : jscn33@a-youme.jp 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

広告掲載申込書 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：   

 

◆ご希望のものにレ印をお付けください。 

 

□表紙 4 １頁   250,000 円 （白黒） 

□表紙 2 １頁   200,000 円 （白黒） 

□表紙 3 １頁   180,000 円 （白黒） 

□後付け １頁    80,000 円 （白黒） 

□後付け 1/2 頁   45,000 円 （白黒） 

 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

（表紙 2、3、4につきましては 2018 年 11 月 17 日以降にご請求書を発行致します。） 

 

 

 

申込締切：2018年11月16日（金） 

広告原稿送付締切日：2018年11月22日（木） 

申込書② 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  E-mail : jscn33@a-youme.jp 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

抄録アプリ バナー広告申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：   

 

◆ご希望のものにレ印をお付けください。 

 

□1 社目 200,000 円 （2 秒） 

□2社目 150,000 円 （2 秒） 

◆バナーデータ送付予定：     月     日 

  

◆リンク先 URL、バナーデータは jscn33@a-youme.jp までお送りください。 

 

TOP 画面を開くごとに、1 社目(A 社)、2 社目(B 社)と、A,B の順に 2 秒交代でバナーが切り替わる予定

です。2 社以上のお申し込みがあった場合、学術集会側にて決定させて頂きます。決定後、2018 年 11

月 16 日以降に請求書を発行致します。 

 

 

 

 

 

 

 

申込締切・広告原稿送付締切日：2018年11月16日（金） 

 

 

申込書③ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  E-mail : jscn33@a-youme.jp 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

ホームページ バナー広告申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：   

 

 

◆ご希望のものにレ印をお付けください。 

 

□ 250,000 円のバナー広告に申し込みます。 

 

◆バナーデータ送付予定：    月     日 
 

◆リンク先 URL、バナーデータは jscn33@a-youme.jp までお送りください。 

 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

 

 

 

申込締切：2019年2月1日（金） 

 

 

 

申込書④ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  E-mail : jscn33@a-youme.jp 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 
 

第 33 回日本がん看護学会学術集会 

展示会申込書 
 

 
 

※ 申し込み予定小間数に達した場合は期日前でも締め切ることがありますのでお早めに 

お申し込みください。 

 

1．出展申込者                     

貴社名
フ リ ガ ナ

                    
 

  

ご所属                       

ご担当者
フ リ ガ ナ

                       

住所 
（〒           ） 

              

TEL/FAX TEL：               FAX：               

E-mail                       

                         

2．申込内容                      

小間タイプ 基礎小間 ・ スペース小間 （どちらかに○をつけてください。） 

申込小間数 （    ）小間  ×  250,000 円 ＝ （                    ）円 

出展物 

（予定の展示品目をお書きください。） 

                         

3．希望事項欄                     

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

申込締切：2018年11月30日（金） 

申込書⑤ 
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