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日本再生医療学会 

第 19 回総会会長 福田 恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科 教授） 

事業支援委員会委員長 江口 晋 

 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻移植・消化器外科学教授） 

同 副委員長 鄭 雄一（東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授） 

同 委員 汐田剛史（鳥取大学大学院医学系研究科遺伝子医療学部門教授） 

 坪田一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室教授） 

 寺井崇二（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野教授） 

 宮川 繁（大阪大学大学院医学系研究科先進幹細胞治療学教授） 
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会長挨拶 

 第 19 回日本再生医療学会総会の会長を務めさせて頂きます慶應義塾大学の福田恵一と申します。私はこの

学会の前身である細胞療法研究会の時代からこの学会に所属し、再生医学・再生医療研究の発展をつぶさに見

て参りました。この間に、ES 細胞や組織幹細胞の性質が次第に明らかになるとともに、その特徴を利用して

iPS 細胞が開発されました。また、発生学の発展に伴って、幹細胞からさまざまな細胞に分化してゆく際の細

胞増殖因子やその受容体が同定され、これを利用して再生医学研究が発展して参りました。細胞外マトリクス

の研究から、各種細胞が生存する上での至適環境が明らかとなり、これらの技術を再生医療に応用することが

できました。そして、培養機器や培養用器具、培養液等の品質が向上することにより、再生医学の研究を産業

化し再生医療とする取り組みが大きく発展するように環境が整って参りました。 

これらの研究の発展の歴史を振り返れば、科学技術の進歩に伴って新たな未来が開かれていくことは明らか

であります。こうした再生医学の発展の陰で、新たな幹細胞として一世を風靡したものの、その中のいくつか

は再現性がとれずに科学の世界で生き残ることが出来ませんでした。また、効果があるとして臨床応用されよ

うとしている治療法に関しても、実臨床に普及させるには多くの研究者・臨床医の手で科学的に検証すること

が求められます。日本再生医療学会の発足を唱えてから 20 年が経過しようとしている今、我々は原点に立ち

戻って科学に立脚した再生医学・再生医療の健全な発展を考えなければなりません。 

そこで、今回の学術集会のテーマを『科学の力で再生医療を開花する』といたしました。低分子化合物での

創薬が限界に達し、抗体医薬が花盛りの時代となりました。そして、次の時代の医療を担うのは再生医療であ

るとされ、患者さんや製薬、医療機器等のさまざまな業界がこの再生医療の発展に期待をしております。再生

医療の産業化とこれに伴う医療革命はすぐそこまで迫っております。こうした時代だからこそ、我々はすべて

の再生医療研究を見つめ直し、真に有効なものを選び出し、科学的な裏付けを取り、大きく発展させねばなり

ません。そして、この学術集会がその転機になることを期待しております。 

再生医療の実用化には、産学官民を挙げての連携が必須と考えます。本総会は、企業参加型プログラムとし、

共催学術セミナー、最新技術紹介コーナー等、多数の企業の皆さまに参画いただきたいと存じております。産

学官民の連携を加速するような活気あふれる総会となるよう、最大限の努力を行いたいと存じます。多数の

方々に参加していただき、楽しんでいただけるような会を目指しております。よろしくお願い申し上げます。 

また、本学会の開催にあたりましては、可能な限りの経費削減を図っておりますが、参加者の皆様により充

実した研究の場を提供するべく多彩な企画を計画しており、諸費用の不足が予測されるところであります。つ

きましては、極めて厳しい経済情勢の折に甚だ恐縮ではございますが、本総会の開催の意義と事情をご賢察の

上、ご支援を賜りますよう切にお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました協賛費用につきましては、各社が公表することについて了承いたします。 

末筆ながら貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

2019 年 2 月吉日 

第 19 回日本再生医療学会総会 会長 福田 恵一 

（慶應義塾大学医学部循環器内科 教授） 
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開催概要 

 

1. 会議の名称 

 第 19 回日本再生医療学会総会 

2. テーマ 

 「科学の力で再生医療を開花する」 

3. 会長 

 福田 恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科 教授） 

4. 会期 

 2020 年 3 月 12 日（木）～14 日（土） 

5. 会場 

 パシフィコ横浜 

  〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

 TEL: 045-221-2155 

6. 有料参加者数 

 3,000 人 

7. 運営事務局 

株式会社コングレ 

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

8. 総会事務局 

慶應義塾大学医学部循環器内科 

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 
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企業参加型プログラム募集概要 

 

カテゴリー 価格 備考 

1. 共催学術セミナー 

ランチョンセミナーＡ \1,650,000 500～1,000 席 

ランチョンセミナーＢ \1,320,000 300～450 席 

ランチョンセミナーＣ \1,100,000 100～200 席 

モーニングセミナーＢ \1,100,000 300～450 席 

モーニングセミナーＣ \880,000 100～200 席 

イブニングセミナーＢ \1,100,000 300～450 席 

イブニングセミナーＣ \880,000 100～200 席 

スポンサードシンポジウム \1,100,000 テーマ・会場等は事務局より指定いたします。 

2. 最新技術紹介コーナー 

基礎小間 ¥275,000 1.62 ㎡（幅 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m） 

スペース小間 ¥187,000 3.24 ㎡（幅 1.8m×奥行 1.8m） 

一般書籍展示 ¥11,000 0.81 ㎡（幅 1.8m×奥行 0.45m） 

ホスピタリティルーム ¥550,000 319 ㎡ ※会議センター3F 会議室 315 を予定 

3. 広告：ポケットプログラム   

表 4 ￥220,000  

表 2 ￥198,000  

表 3 ￥187,000  

後付 1 頁 ￥110,000  

後付 1/2 頁 ￥88,000  

4. 広告：抄録アプリ / 総会ホームページバナー / ネックストラップ 

抄録アプリ広告 \550,000  

総会ホームページバナー広告 \220,000  

ネックストラップ \550,000  

5. 広告：当日会場内での広告 

看板における広告 \330,000  

サイドスライド右下の広告 \440,000  

※価格は全て消費税（10％）を含む 
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共催学術セミナー 

 

1. 名称 

 第 19 回日本再生医療学会総会 共催学術セミナー 

2. 主催  

 第 19 回日本再生医療学会総会 

 会長 福田 恵一 

  慶應義塾大学医学部循環器内科 教授 

3. 開催日 

 ランチョンセミナー   2020 年 3 月 12 日（木）～14 日（土）の 3 日間 

 モーニングセミナー   2020 年 3 月 13 日（金）、14 日（土） の 2 日間 

 イブニングセミナー   2020 年 3 月 12 日（木）、13 日（金） の 2 日間 

 スポンサードシンポジウム 2020 年 3 月 12 日（木）～14 日（土）の 3 日間 

4. 時間 

 ランチョンセミナー  昼の時間帯の約 60 分間（予定） 

 モーニングセミナー  朝の時間帯の約 60 分間（予定） 

 イブニングセミナー  夕方の時間帯の約 60 分間（予定） 

 スポンサードシンポジウム 会期中午前または午後の 90 分～120 分間（予定） 

5. 会場 

 パシフィコ横浜 約 100 席～1,000 席 

    ※各使用会場については、プログラム内容等を考慮の上、事務局にて決定いたします。 

6. プログラム 

 「ランチョンセミナー、モーニングセミナー、イブニングセミナー」 

  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、決定させていただきます。 

 「スポンサードシンポジウム」 

  プログラム内容については、事務局より改めてご連絡させていただきます。 

7. 発表形式 

 PC によるコンピュータープレゼンテーションになります。 
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8. 共催費（全て消費税 10％込） 

種類 タイプ 席数（シアター） 共催費 募集枠 

ランチョンセミナー 

Ａ 500～1,000 席  ¥1,650,000 5 枠 

Ｂ 300～450 席  ¥1,320,000 8 枠 

Ｃ 100～200 席  ¥1,100,000 12 枠 

モーニングセミナー 
Ｂ 300～450 席  ¥1,100,000 1 枠 

Ｃ 100～200 席   ¥880,000 1 枠 

イブニングセミナー 
Ｂ 300～450 席  ¥1,100,000 1 枠 

Ｃ 100～200 席   ¥880,000 1 枠 

スポンサードシンポジウム 100～1,000 席  ¥1,100,000 1 枠 

 

※共催費には以下の項目が含まれます。 

（1） 会場費 

（2） 会場付帯設備費（机、いす、ステージ、音響設備、照明など） 

（3） 会場付帯機材費（スクリーン等の学会手配の機材） 

（4） 会場機材オペレーター（1 名） 

（5） 各種文具 

 

※以下の費用は上記共催費には含まれていません。 

（1） 司会／座長／講師への謝金、旅費（貴社規定により） 

（2） 控室室料（実費） 

（3） 控室での接遇飲食費・機材費 

（4） 参加者への昼食弁当、コーヒー等飲食費 

（5） 運営費用（運営ｽﾀｯﾌ等人件費／学会手配以外の追加機材／看板装飾費他） 

（6） ポスター／チラシ等印刷製作物 

（7） 会場レイアウト変更費 

（8） 同時通訳機材／通訳者手配費 

 

9. 注意事項 

（1） 複数企業との共同開催や、複数日程の開催も可能です。その際は備考欄にご記入ください。 

（2） プログラム内容（テーマ、座長、演者等）については各企業のご希望をいただき、 

 学会総会プログラムと調整、ご相談のうえ、決定させていただきます。 

 （決定までは、座長、演者の先生へのコンタクトは控えてください） 
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（3） 座長・演者の先生とのコンタクトに関して 

 ・講演依頼につきましては、各社で行ってください。 

  （必要であれば会長名で講演依頼状を出します。運営事務局までご連絡ください。） 

 ・宿泊についてのコンタクト、手配につきましては各社で行ってください。 

（4） ポケットプログラムへの掲載について 

 ・共催学術セミナーのテーマ、講師、座長はポケットプログラムに掲載いたします。 

  テーマ等が決定次第、運営事務局までご連絡ください。 

（5） ポスター、チラシの作成について 

 1）作成部数は各社裁量でお願いします。 

   運営事務局で原稿確認を行います。（印刷前の原稿で可） 

 2）ロゴマークの使用（使用を統一します） 

   データを各社へ配布いたします。 

 3）当日配布 

  ・参加受付付近に資料デスクを設置いたします。 

  ・体裁は A4 縦使用でサイズを統一させていただきます。 

（6） 看板・装飾関係に関して 

 ・各セミナー会場前の看板は各社統一デザインとさせていただきます。 

 ・セミナー用の誘導看板は、原則として設置いたしません。 

 ・会場内吊看板は、不可とさせていただきます。 

（7） 記録に関して 

 ・ビデオ収録・録音の有無は会場設営の都合上運営事務局までご連絡ください。 

10. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

11. 申込締切日 

 2019 年 9 月 30 日（月） 

12. 申込先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ 

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

13. 共催費のお支払い 

 セミナー開催枠確定後、ご請求書をお送りしますので、指定口座（請求書に記載）まで 

お振込みください。 
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最新技術紹介コーナー 

1. 出展対象 

 医療機器・医薬品・食品サンプル・検査機器・書籍他   

2. 出展料金（消費税 10％込）        

種類 単位 小間サイズ 出展料 

基礎小間 1 小間～ 1.62 ㎡（幅 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m）  ¥275,000 

スペース小間 4 小間～ 

（1 小間単

位） 

3.24 ㎡（幅 1.8m×奥行 1.8m）  ¥187,000 

一般書籍販売展示 1 テーブル 1.08 ㎡（幅 1.8m×奥行 0.45m）   ¥11,000 

ホスピタリティ 

ルーム 

1 部屋 319 ㎡  

 ※会議センター3F 会議室 315 を予定 

¥550,000 

    ※スペース小間のお申し込みは 4 小間以上とさせていただきます。 

    ※スペース小間にてお申込の場合、床面に墨出しの上お引渡しします。 

     その場合、バックパネル、社名板等の備品は設置されません。 

3. 基礎 / スペース小間の募集小間数（予定） 

 180 小間（予定） 

4. 展示スペースへの参加動員 

 展示会場に参加者の動員数を増やす為、ドリンクサービスの併設を予定しております。 

5. 書籍展示の募集テーブル数（予定） 

 テーブル 25 本（予定） 

6. 展示小間割の決定 

 総会事務局にて決定します。 

7. 出展物 / 外国出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。また、展示会場は保税展

示場にはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、または、ATA カル

ネの制度をご利用ください。詳細は、運営事務局にお問い合わせください。 

8. 薬機法未承認品の展示について 

 運営事務局にお問い合わせください。 

9. 出展者へのご案内 

出展者説明会は行いません。開催の約 2 カ月前に小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細

をご連絡します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。 

10. 出展物の販売の禁止 

 一般書籍販売以外での会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

 但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 
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11. 会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災、その他の不可抗

力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いませ

ん。 

12. 開場時間の変更 

やむを得ない事情により開場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

を取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は補償しません。 

13. 本会議への参加資格について 

出展者に対しては第 19 回日本再生医療学会総会の講演会場及び関連プログラムへの参加資格

はありません。会議プログラムに参加希望の方は別途総会への参加登録をお願いします。 

但し、展示会場内への出展者の入場制限はありません。 

14. 申込方法  

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

15. 申込締切日 

 2019 年 11 月 29 日（金） 

 ※ 但し、募集小間数に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。 

16. 申込先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

 E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

17. 出展料のお支払い 

 申込締切後、ご請求書をお送りしますので、指定口座（請求書に記載）までお振込みくださ

い。 

18. 出展申し込みの取り消し 

2019 年 11 月 30 日（土）以降の取り消しについては、一切お受けできませんので予めご了承くださ

い。 

19. 出展申し込みの取消に伴うキャンセル料 

出展申し込み後、やむをえない事情により取り消しをされる場合は、以下の通り規定の取り消

し手数料を申し受けることがございますので、予めご了承ください。 

  ・2019 年 11 月 30 日（土）以降のキャンセルの場合：出展料の 50％ 

  ・2020 年 2 月 15 日（土）以降のキャンセルの場合：出展料の 100％ 
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■ 設置概要 

 ・搬入（予定）     2020 年 3 月 11 日（水）13:00～18:00（スペース小間は 10:00～） 

 ・搬出・撤去（予定）   2020 年 3 月 14 日（土）15:00～19:00  

 

■ 小間規格 

     基礎小間（パッケージブース） 

1 小間＝幅 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m 

 

・間仕切の後壁 

・社名板 

・展示台 1 台（間口 1.8m×奥行 0.9m）白布付き（但し商品の上にかけるクロスはご持参下さ

い） 

 

以上の物は当方で設置します。上記以外の小間内装飾は出展者が行ってください。 

 

（基礎小間基本姿図）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社名のロゴ等必要な場合は 

ご指示ください。（有料） 

※基礎小間使用は現状の想定であり 

 設営の都合上変更になる場合が 

 ございます。 

 変更の際には、お申込みいただい 

 ている出展者様に連絡いたします。 

 予めご了承ください。
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  スペース小間渡し（スペース渡し） 

1 小間＝幅 1.8m×奥行 1.8m 

スペース小間をお申し込みの場合、床面に墨だしを実施の上お引渡しします。 

 

     ホスピタリティースペース（スペース渡し） 

1 部屋＝319 ㎡（会議センター3F 会議室 315 を予定） 

ホスピタリティースペースは 1 部屋単位でのお渡しとなります。 

 

■ 装飾 

  装飾は、下記の時間内に完了してください。（搬入と同時進行となります） 

 2020 年 3 月 11 日（水）   10:00～18:00  【予定】 

 

■ 禁止事項 

  装飾物、展示物の高さについては、小間割り確定後に各社へご連絡いたします。 

  但し、やむを得ず越える場合、事務局の承認を必要とします。 

  また、床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止します。 

 

■ 給排水 

 水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則として禁止します。 
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広告：ポケットプログラム 

1. 募集媒体 

 第 19 回日本再生医療学会総会 ポケットプログラム 

2. 配布対象 

 第 19 回日本再生医療学会総会 参加者 

3. 発行日 

  当日配布（予定） 

4. 発行部数 

  5,000 部（予定） 

5. サイズ 

 A6（予定） 

6. 媒体作成費 

 ¥5,500,000（消費税 10％込） 

7. 広告料金総額 

 ¥1,463,000（消費税 10％込） 

8. 広告料（全て消費税 10％込） 

種類 広告料 枠数 

表 4 ￥220,000 1 枠 

表 2 ￥198,000 1 枠 

表 3 ￥187,000 1 枠 

後付 1 頁 ￥110,000 3 枠 

後付 1/2 頁 ￥88,000 6 枠 

 

9. 広告原稿 

広告版下は、CD-ROM（郵送）またはデータ（メール）にて受付いたします。 

データ入稿の場合の諸注意 

 使用 OS を明記して下さい。 

※Mac もしくは Win（バージョン含む）作成アプリケーションを明記。 

 必ず出力見本を同封して下さい。 Adobe Illustrator の場合はアウトライン処理をして下さ

い。  

 編集を要しないデータでご入稿下さい。 

※編集を要する原稿でお預かりする場合は、修正内容により、実費相当額をご請求申し上

げる場合がありますので予めご了承下さい。 
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10. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

11. 申込締切日 

 2019 年 11 月 29 日（金）    

12. 原稿送付締切日 

 2020 年 1 月 31 日（金） 

13. 申込・原稿送付先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

 E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

14. 広告費のお支払い 

 申込締切後、ご請求書をお送りしますので、指定口座（請求書に記載）までお振込みください。 

15. 注意事項 

    掲載ページについては事務局にご一任ください。 

広告内容に起因する名誉毀損の請求または訴訟、プライバシー・著作権の侵害およびその他の

請求・訴訟に関して、事務局は責任を負いかねますのでご了承ください。 
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広告：抄録アプリ 

 

1. 募集媒体 

 第 19 回日本再生医療学会総会 抄録アプリ（公式アプリケーションソフトウェア） 

    対応 OS：iOS、Android(スマートフォン、タブレット端末) 

2. 閲覧対象 

 第 19 回日本再生医療学会総会 参加者 

3. 配信開始日 

 2020 年 3 月上旬（予定） 

 ※ユーザーがアプリをダウンロード後は、 

  ユーザーの端末から本アプリが削除されるまで 

  ロゴは残ります。 

4. 媒体作成費 

 ¥2,200,000（消費税 10％込） 

5. 広告料金総額 

 ¥550,000（消費税 10％込） 

6. 広告料 

 ¥550,000（消費税 10％込） 

7. 募集枠 

 1 枠 

 

 

 

8. 画像形式 

 PNG 形式または JPG 形式 

 3 種類の画像（スマートフォン用/タブレット用：縦向き用/横向き用）をご支給ください。 

  1）縦 233 × 横 1203 ピクセル（スマートフォン用） 

  2）縦 280 × 横 1516 ピクセル（タブレット用：縦向き用） 

   3）縦 280 × 横 1005 ピクセル（タブレット用：横向き用） 

9. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

10. 申込締切日 

 2019 年 11 月 29 日（金）    

Home 画面の画面下 

（上記図：SAMPLE BANNER の位置）に表示 

※WEB リンクの設定が可能です 

SAMPLE BANNER 
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11. 原稿（データ）送付締切日 

 2020 年 1 月 31 日（金） 

12. 申込・原稿送付先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

 E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

13. 広告費のお支払い 

 申込締切後、ご請求書をお送りしますので、指定口座（請求書に記載）までお振込みください。 

14. 注意事項 

    掲載ページについては事務局にご一任ください。 

広告内容に起因する名誉毀損の請求または訴訟、プライバシー・著作権の侵害およびその他の

請求・訴訟に関して、事務局は責任を負いかねますのでご了承ください。 
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広告：総会ホームページバナー 

1. 募集媒体 

 第 19 回日本再生医療学会総会 ホームページ 

2. 掲載ページ 

 トップページ 

 （掲載箇所につきましては事務局一任とさせていただきます） 

3. 掲載要領 

 URL：   http://www.congre.co.jp/jsrm2020/ 

 閲覧対象：   日本再生医療学会会員 他 

 主要コンテンツ： 開催概要、プログラム、演題募集、宿泊案内、参加者へのご案内 等（予定） 

4. 掲載期間 

 申込月～2020 年 4 月末日（随時更新） 

5. 広告料 

 ¥220,000（消費税 10％込） 

6. 募集枠 

 1 枠 

7. バナーサイズ  

 申込後にご連絡いたします。 

     ※一般的な画像形式には対応可能です。 

特殊な画像形式をご使用になる場合、ローテーション掲載（アニメーション）をご希望にな

る場合には、お問い合わせください。 

8. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

9. 申込締切日 

 2020 年 1 月 31 日（金） 

10. 申込書送付先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

 ※別紙申込書を上記、運営事務局まで送付ください。 

11. 広告費のお支払い 

  申込締切後、ご請求書をお送りしますので、指定口座（請求書に記載）までお振込みください。 
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広告：ネックストラップ  

 

1. 媒体名 

 ネックストラップ 

2. 配布対象 

 第 19 回日本再生医療学会総会 参加者 

3. 制作 

 運営事務局 

4. 制作部数 

 4,000 本（予定） 

5. 媒体制作費 

 ¥1,650,000（予定） 

6. 広告掲載料 

 ¥550,000（消費税 10％込） 

7. 募集枠 

 1 枠 

8. 印字／規格 

 1C（ストラップ部分に印字） 

9. ロゴ版下 

 完全版下（データ）等をメールにてご送付ください。 

10. 申込締切日 

 2019 年 12 月 13 日（金） 

 ※先着順で受け付けいたしますので、締切前に枠数が完売する場合もございます。 

11. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

12. 申込先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552  E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 
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広告：当日会場内での広告 

 

1. 媒体名 

 運営当日の会場内看板 及び 講演会場内サイドスライドの下部に、 

 「企業名」と「企業ロゴまたは製品名」等を掲載 

2. 種類 

   ①看板における広告 

      会期中の運営看板（会場内誘導案内板等、最低 10 箇所）  

   ②サイドスライド右下の広告  

      会期中の講演会場内（各講演会場内に右前方にサイドスライドを配置予定）  

3. 広告掲載料：    

   ①看板における広告  ： ¥330,000 （消費税 10％込） 

   ②サイドスライド右下の広告： ¥440,000 （消費税 10％込） 

4. 募集枠 

 各 2 枠 

5. 原稿 

 完全版下（データ）等をメールにてご送付ください。 

6. 申込方法 

 同封の申込書に必要事項を記入のうえ、下記までご送付ください。 

7. 申込締切日：  

 2020 年 1 月 10 日（金） 

※但し、先着順で受け付けいたしますので、締切り前に枠数が完売する場合もございますの

で、予めご了承ください。 

8. 申込先 

 第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 

 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

 E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 



 

 

 

宛先：第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局 

申込締切：2019 年 9 月 30 日（金） 

 FAX：03-5216-5552 / E-mail: jsrm2020@congre.co.jp  

（所在地、TEL･FAX、E‐mail は実務担当者のものをご記入下さい。名刺の貼付でも結構です。）       年   月   日 

申

込

者 

会社名/ 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

実務 

ご担当者 

(代理店ご担当者) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
所属 

部課 

 

 

 

所在地 
〒 

 

TEL  FAX  

E-mail   

申

込

内

容 

ご希望のセミナー、希望会場タイプ、日程をご記入下さい。 

希望セミナー タイプ 希望日程 

第 1 希望 
□ランチョン  □モーニング  □イブニング 

□スポンサードシンポジウム  
3 月  日（   ） 

第 2 希望 
□ランチョン  □モーニング  □イブニング 

□スポンサードシンポジウム  
3 月  日（   ） 

セ

ッ

シ

ョ 

ン

内

容 

プログラム編成の都合上、可能な範囲で全てご記入下さい。 

講演内容 

(テーマ) 

 

座長 氏名  

座長 所属  

演者１氏名  

演者１所属  

演者２氏名  

演者２所属  

同時通訳 □予定している              □予定していない 

通

信

欄 

（複数企業での共催を希望、三名以上の演者を検討している、ご請求書の宛名指定希望など、要望があればご記入下さい） 

【お問合せ先】第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局 

株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552  E-mail: jsrm2020@congre.co.jp

第 19 回日本再生医療学会総会 
[共催学術セミナー申込書] 



 

 

 

宛先：第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局 

申込締切：2019 年 11 月 29 日（金） 

 FAX：03-5216-5552 / E-mail: jsrm2020@congre.co.jp  

（所在地、TEL･FAX、E‐mail は実務担当者のものをご記入下さい。）      年   月   日 

申
込
者 

会社名/ 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

実務ご担当者 

（代理店ご担当者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

所属部課  

所在地 
〒 

 

TEL  FAX  

E-mail  

申
込
内
容 

各種金額は税込みです 

□ 基礎小間 1.62 ㎡(W1.8m×D0.9m×H2.1m) ¥275,000  小間 

□ スペース小間 3.24 ㎡(W1.8m×D1.8m） ¥187,000  小間 

□ 書籍展示 長机（W1.8m×D0.6m） ¥11,000  本 

□ 
ホスピタリティー

スペース 
 ¥550,000  枠 

合計  円 

申
込
区
分 

□ 医療機器全般   □ 医療用具全般   □ 食品関係 

□ 医薬品・試薬・検査・分析機器   □ 書籍関係   □ その他（               ） 

出
展
物 

（予定の内容をお書きください） 

 

通
信
欄 

 

【お問合せ先】第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552  E-mail: jsrm2020@congre.co.jp

第 19 回日本再生医療学会総会 
[最新技術紹介コーナー申込書] 



 

 

 

宛先：第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局 

 

 FAX：03-5216-5552 / E-mail: jsrm2020@congre.co.jp  

（所在地、TEL･FAX、E‐mail は実務担当者のものをご記入下さい。）      年   月   日 

申
込
者 

会社名/ 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

実務 

ご担当者 

(代理店ご担当者) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
所属 

部課 

 

 

所在地 
〒     - 

 

TEL  FAX  

E-mail  

各種金額は税込です 

申

込

内

容 

2019 年 11 月 29 日（金）締切 

□ ポケットプログラム広告 表 4 ￥220,000 

□ ポケットプログラム広告 表 2 ￥198,000 

□ ポケットプログラム広告 表 3 ￥187,000 

□ ポケットプログラム広告 後付 1 頁 ￥110,000 

□ ポケットプログラム広告 後付 1/2 頁 ￥88,000 

2019 年 11 月 29 日（金）締切 □ 抄録アプリ広告 ￥550,000 

2020 年 1 月 31 日（金）締切 □ 総会ホームページバナー広告 ￥220,000 

2019 年 12 月 13 日（金）締切 □ ネックストラップ広告 ￥550,000 

2020 年 1 月 10 日（金）締切 
□ （当日）看板広告 ￥330,000 

□ （当日）サイドスライド広告 ￥440,000 

合計  円 

リ
ン
ク
先 

抄録アプリ広告および総会ホームページバナー広告をお申込の場合ご記入下さい。 

リンク先 URL  

掲載希望日 ※ホームページバナー広告に申込の場合ご記入下さい。 

通

信

欄 

その他ご要望等がございましたらご記入下さい。 

 

 

【お問合せ先】第 19 回日本再生医療学会総会 運営事務局  

 株式会社コングレ 〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 

 TEL: 03-5216-5318  FAX：03-5216-5552  E-mail: jsrm2020@congre.co.jp 

第 19 回日本再生医療学会総会 
[広告掲載申込書] 


