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本趣意書（2021 年 6 月更新版）における改定部分につきましては、以下の通りとなります。 

 

①６ページ 1. 企業・アカデミア・書籍 展示 募集要項内のお申込期限について 

■変更前 

■お申込期限：2021年6月30日（水）  

■変更後 

■お申込期限：2021年7月31日（土） 

 

 

②6ページ 1. 企業・アカデミア・書籍 展示 募集要項内のお申込期限及びお振込み期限について 

■変更前 

■お申込後のスケジュール（目安）: 

  （1）2021年７月中旬  

・採否通知と展示料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  （2）2021年８月中旬 

    ・実施要項（小間割、搬入・搬出、装飾等）をメールにてご案内いたします。 

    ・電気使用や追加備品のお申込み方法に関しても、実施要項にてご案内いたします。 

        

■お振込期限：2021年8月31日（火） 

 

■変更後 

■お申込後のスケジュール（目安）: 

  （1）2021年8月中旬  

・採否通知と展示料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  （2）2021年9月初旬 

    ・実施要項（小間割、搬入・搬出、装飾等）をメールにてご案内いたします。 

    ・電気使用や追加備品のお申込み方法に関しても、実施要項にてご案内いたします。 

        

■お振込期限：2021年9月10日（金） 

 

 

以上 
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御 挨 拶 

 

謹啓  

時下、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

  この度、「第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜」を 2021 

年 10 月 2 日（土）にパシフィコ横浜 ノースにおいて開催することとなりました。初めて

の試みとして、現地での開催と WEB 配信のハイブリッド形式にて開催させていただく予定で

す。 

「CRC と臨床試験のあり方を考える会議」は、臨床試験に携わる様々な職種の人達の交流

を促進し、情報を共有することで、多様な観点から議論を深めるための貴重な場として、今で

は 3,000 人を超える参加者が集う会に成長しました。特に我々CRC にとっては、大切な自己

研鑽の機会となっており、この会を育み、ここまで発展させてくださった皆様には深く感謝を

申し上げます。 

第 21 回の本会議テーマは「未来へつなぐ ～クオリティの確保と臨床試験チームの飛躍～」

といたしました。「つなぐ」という言葉は、CRC の重要な役割である被験者と医師・依頼者・

関係部署をつなぐ以外に、諸先輩方が築き上げてきた多様な Knowledge を次世代の CRC・

CRA へつなぐ意味があります。１日も早く患者さんに新薬・治療法を届ける等、様々な意味

がこめられる中、臨床試験における「クオリティの確保」、「新しい臨床試験チームの連携・協

働のあり方」について、CRC・CRA をはじめとした臨床試験に関わる多くの方々が一堂に会

し、共に考え、さらにネットワークを強める場となり、未来へとつなげることを目指します。 

現地開催は 1 日となりますが、多くの皆さまの学びを深め、実りあふれる豊かな会議とな

りますように、全力を尽くす所存です。 

本会議の開催にあたりましては、会員の参加費をもって運営すべきところではございます

が、本会の趣旨に深いご理解とご賛同を賜りまして、誠に恐縮でございますが、ご支援を賜り

たくお願い申し上げます。  

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。  

 

謹白  

2021 年 1 月吉日 

 

第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜    

会 議 代 表   玉浦  明美    

（国立研究開発法人国立精神･神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター） 
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第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021in 横浜 

開 催 概 要 

 

1. 主催者団体： 一般財団法人 臨床試験支援財団 

                                  

2. 会  期   ： 2021 年 10 月 2 日（土） 

WEB オンデマンド配信予定期間 : 10 月 23 日（土）～11 月 14 日（日）予定 

3. 開催方式   :  現地開催と WEB 開催によるハイブリッド形式 

 

4. 会  場   ： パシフィコ横浜 ノース  

〒220-0012   神奈川県横浜市西区みなとみらい 1 丁目 1-2 

 

5. 会議代表   ： 玉浦  明美 

（国立精神･神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター） 

 

6. 学会 URL  ： https://www.kwcs.jp/crc2021/ 

 

7. 参加人数   ：  約 3,000 名 

 

8. 共  催    ： 一般社団法人 日本臨床薬理学会  

一般社団法人 日本病院薬剤師会  

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

日本製薬工業協会  

一般社団法人 日本 CRO 協会 

日本 SMO 協会  

一般社団法人 日本 QA 研究会 

 

8. 後  援    ： 文部科学省 

厚生労働省 

神奈川県 

横浜市 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構  

一般社団法人 ディー・アイ・エー・ジャパン 

 

9. 問合せ先    ： 第 21 回CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス 〒 701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1 

TEL：086-250-7681  FAX：086-250-7682  MAIL：crc2021@kwcs.jp  
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第21 回CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021in 横浜 

収 支 予 算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【収入の部】 単位（円） 【支出の部】 単位（円）

摘　要 数　量 単　価 金　額 摘　要 金　額

Ⅰ. 参加費収入 37,500,000 Ⅰ. 事前準備費 23,750,000

　　学会参加費 1. 印刷・製作物関係費 3,000,000
　　前期登録 2,500名 12,000 30,000,000 2. HP関連費 2,000,000
　　後期登録/当日参加 500名 15,000 7,500,000 3. 通信連絡費 700,000

4. WEB開催関連費 7,550,000
Ⅱ. セミナー共催費 2,420,000 5. 運営委員会関連費 4,000,000

共催セミナー現地枠 4社 330,000 1,320,000 6. プログラム委員会関連費 4,000,000
WEB共催セミナーのみ 4社 275,000 1,100,000 7. 事務局費 2,500,000

Ⅲ. 出展料収入 4,521,000 Ⅱ. 当日運営費 23,700,000
企業展示 20小間 187,000 3,740,000    1. 会場費 9,500,000
アカデミア 5小間 93,500 467,500    2. 機材関係費 4,300,000
書籍展示 5本 17,600 88,000    3. 展示関係費 1,100,000
企業展示（WEBのみ） 1小間 132,000 132,000    4. 看板・受付・備品関係費 1,000,000
アカデミア（WEBのみ） 1小間 93,500 93,500    5. 運営要員人件費 2,000,000

   6. 招聘費 5,000,000
Ⅳ. 広告料 1,782,000    7. 雑費 800,000

WEB抄録：
裏紙裏 1社 165,000 165,000 Ⅲ. 事後処理費 500,000
表紙裏 1社 165,000 165,000
会議代表挨拶横 1社 165,000 165,000 Ⅳ. 準備金返済 3,000,000
プログラム横 1社 165,000 165,000
抄録横 1社 132,000 132,000 Ⅴ. 予備費 673,000
共催セミナー横 1社 132,000 132,000

一般演題 1社 132,000 132,000 合　計 51,623,000

座長・演者索引横 1社 132,000 132,000
後付1頁 1社 77,000 77,000
後付1/2頁 2社 44,000 88,000

バナー広告料（中） 3社 88,000 264,000
バナー広告料（小） 3社 55,000 165,000

Ⅴ. 寄付金 2,400,000
　　団体共催費 7団体 200,000 1,400,000
　　寄付金 1,000,000

Ⅵ. あり方会議準備金 3,000,000

合　計 51,623,000
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1. 企業・アカデミア・書籍 展示 募集要項 
 

 

■開催形式： 現地会場での展示及びWEBにおけるバーチャル展示（WEB展示） 

 

■現地開催日：  搬入・設営 2021年10月2日（土） 9:00～10:30 

            展示時間    2021年10月2日（土） 10:30～18:00 

       撤去・搬出  2021年10月2日（土） 18:00～20:00 ※時間が変動する可能性がございます。 

 

■WEB配信日： 2021年10月23日（土）～11月14日（日）予定 

 

■展示会場：パシフィコ横浜ノース  1F  G1  予定 

 

■募集対象：医療機器、医薬品、検査機器、書籍他 

   

■企業・アカデミア展示 概要： 

（1）出展料金（消費税10％含む）： 

   ①企業展示（現地+WEB展示）・・・・・・・・・・・・・187,000円/小間（税込） 

   ②アカデミア展示（現地+WEB展示）・・・・・・・・・・・93,500円/小間（税込） 

（アカデミア価格 医療機関、教育機関及び学会のみに適応） 

   ③企業展示（WEB展示のみ） ・・・・・・・・・・・・・132,000円/小間（税込） 

   ④アカデミア展示（WEB展示のみ） ・・・・・・・・・・・93,500円/小間（税込） 

（アカデミア価格 医療機関、教育機関及び学会のみに適応） 

 

（2）基礎小間 

    

（3）募集小間数： 

   ①企業展示    20小間 

   ②アカデミア展示  5小間  

2100 

◆ パネル展示基礎小間に含まれるもの 
・サイズ 間口1800×奥行900 
・バックパネル（w:1800×h:2100 フェルトパネル） 
・展示台（w:1800×h:700×ｄ:900 白クロス掛け） 
・社名版（w:1200×h:250） 
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■WEB展示概要： 

 

（1） WEB展示方法 

・WEB開催期間中の専用ページにて、WEB展示を行います。 

・現地展示にお申込みいただくと、WEB展示につきましてもセットとさせていただきます。 

 

 

《掲載イメージ》 ※仕様は変わることがあります。 

 

（2）出展内容： 

動画ファイル、テキストファイル、画像ファイル、の組み合わせで最大3ファイルとバナーを掲載可能 

です。 

・動画ファイル×1 

※1社あたり、映像データは1ファイルとさせていただきます。データ形式はMP4の形式でデータ容

量は1ＧＢ以内といたします。 

※データの大きさは動画の時間制限は特にございません。内容も一任いたします。 

・テキストファイル：500文字までのテキストファイル 

・画像ファイル：Ａ5横サイズの画像ファイル 

 

・リンク用バナー：貴社ＨＰ用にリンクできるバナーを掲載可能 

※バナーデータを、220×80（幅×高さ）ピクセルで作成の上お送りください。 

 

掲載内容につきまして、不明な点は運営事務局（crc2021@kwcs.jp）へお問合せください。 

 

（3）出展内容の提出： 

2021年8月31日(火)までに出展内容を運営事務局までお送りください。 

データ提出の際には、データアップロードサービス等をご利用ください。 
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展示台（白布付） 

1,800 
900 

700 

 

■書籍展示概要： 

 

（1）出展料金（消費税10％含む）：17,600円/本（税込） 

（2）展示台 

 

 

 

 

（3）募集本数：5本 

 

■お申込みの採否及び小間配置：運営委員会にて決定いたします。 

 

■出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び運営委員会が認めたものとします。 

 

■注意事項：  

（1）装飾物、展示物の高さは2.5ｍに制限します。但し、やむを得ず超える場合、運営事務局の承認を必要と 

します。 

（2）床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）は原則的には禁止します。 

（3）出展物の販売の禁止：書籍展示以外は、現金と引換えに出展物を引き渡すことは禁止とします。 

 

■電気･オプション：コンセント等の電気設備、オプションレンタル備品は別途申し受けます。 

ご案内は、後日、運営事務局よりお知らせいたします。 

  

■お申込期限：2021年7月31日（土）  

 

■お申込･お問合せ先：企業・アカデミア・書籍展示申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにて下

記運営事務局へお送りください。お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせていただきます。 

第 21 回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1  

TEL：086-250-7681   FAX：086-250-7682  

MAIL：crc2021@kwcs.jp  

             

■お申込後のスケジュール（目安）: 

  （1）2021年8月中旬  

・採否通知と展示料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  （2）2021年9月初旬 

    ・実施要項（小間割、搬入・搬出、装飾等）をメールにてご案内いたします。 

    ・電気使用や追加備品のお申込み方法に関しても、実施要項にてご案内いたします。 

        

■お振込期限：2021年9月10日（金） 

 

■お振込先：下記の口座にお振込みください。 

銀行情報：三井住友銀行   東大和（ヒガシヤマト）支店（店番 852）  

口座番号：普通預金   4340429 

口座名義：第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｲﾁｶｲｼｰｱｰﾙｼｰﾄﾘﾝｼｮｳｼｹﾝﾉｱﾘｶﾀｵｶﾝｶﾞｴﾙｶｲｷﾞ） 

① 展示机1 本のサイズはW1,800mm×D900mm×H700mm 

② バックパネルや社名版はございません。 

※机以外の備品はございませんのでご承知おきください。 
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2. 広告掲載 募集要項 

 

１．WEB抄録集・プログラム集 広告  

「第21回ＣＲＣと臨床試験のあり方を考える会議2021in横浜」のホームページに記載するWEB抄録集・参

加者に配布するプログラム集への広告掲載 

 

■WEB抄録集、プログラム集（紙） 

（1）WEB抄録集： 

・登録者全員が閲覧可能 

・PDFにてダウンロードでき保存可能、カラー予定 

・Web広告にホームページ、アピール動画等のリンク貼付可能 

  

（2）プログラム集： 

・登録者全員に配布 

・紙、サイズA5予定、白黒 

・現地地図等の情報も掲載（持ち歩き活用する事を想定） 

 

■掲載要綱 

（1）発行部数： 

・WEB抄録集及びプログラム集：3500部（予定） 

（2）発 行 日：2021年9月上旬～9月中旬（予定） 

（3）広告料総額  ：1,353,000円 

（4）広告掲載料・募集数： 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は税込（消費税10％）です。 

 

■お申込期限：2021年6月30日（水） 

 

■お申込後のスケジュール： 

（1）2021年7月上旬頃 採否通知と広告料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

（2）広告原稿はデータにて2021年7月30日（金）までに運営事務局へご送付ください。 

 

  

値段 募集数 合計

表紙裏 ○（カラー） 表紙裏 ○（白黒） 165,000 1 165,000

目次横 ○（カラー） 会場地図横 ○（白黒） 165,000 1 165,000

会議代表挨拶横 ○（カラー） 裏表紙裏 ○（白黒） 165,000 1 165,000

プログラム横 ○（カラー） 裏表紙 ○（白黒） 165,000 1 165,000

抄録横 ○（カラー） 抄録横 ― 132,000 1 132,000

共催セミナー横 ○（カラー） 共催セミナー横 ― 132,000 1 132,000

一般演題 ○（カラー） 一般演題 ― 132,000 1 132,000

座長・演者索引横 ○（カラー） 座長・演者索引横 ― 132,000 1 132,000

後付1頁 ○（カラー） 後付1頁 ― 77,000 1 77,000

後付1/2頁 ○（カラー） 後付1/2頁 ― 44,000 2 88,000

※WEB抄録は基本カラー/プログラム集は白黒仕上げ 合計 1,353,000

WEB抄録 プログラム集
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２．HP（PC） バナー広告 

 

 「第21回ＣＲＣと臨床試験のあり方を考える会議2021in横浜」HP（https://www.kwcs.jp/crc2021/）に

広告を掲載します。 

 

■掲載要綱 

（1）広告料総額：429,000円 

（2）広告掲載料・募集数： 

・HP（PC･スマートフォン） バナー広告（中）： 88,000円（募集数3社） 

・HP （PC･スマートフォン） バナー広告（小）： 55,000円（募集数3社） 

                         ※上記は税込（消費税10％）です。 

  （3）貴社・貴機関作成バナーデータ 

①作成サイズ：  

・バナー広告（中） PC  横200px × 縦100px 

・バナー広告（小） PC  横 200px × 縦64px 

②形式：GIF（アニメ可）、JPEG 、PNG 

 

■お申込期限：2021年6月30日（水）  

※先着順（募集数に達し次第、受付終了） 

 

■お申込後のスケジュール 

 先着順に受付いたします。 

採否通知と請求書の到着後にお振込みください。入金確認ができ次第、HPに掲載いたします。 

広告原稿はご準備でき次第、データ及びリンク先URLを運営事務局へご送付ください。 
 

■お申込･お問合せ先：広告申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにて下記運営事務局へお送
りください。お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせていただきます。 

 

■お振込期限：2021年8月31日（火） 

 

■お振込先： 下記の口座にお振込みください。 

銀行情報：三井住友銀行   東大和（ヒガシヤマト）支店（店番 852）  

口座番号：普通預金   4340429 

口座名義：第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｲﾁｶｲｼｰｱｰﾙｼｰﾄﾘﾝｼｮｳｼｹﾝﾉｱﾘｶﾀｵｶﾝｶﾞｴﾙｶｲｷﾞ） 

 

  

 

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜運営事務局 

株式会社キョードープラス  

〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1  

TEL：086-250-7681   FAX：086-250-7682 

MAIL：crc2021@kwcs.jp  
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4. 寄付金 募集要項 
 

 本会議の開催に際しては、参加者からの参加登録費で全てを賄うべきところではあり、経費節減に努めておりま

すが、会議の内容をより充実させるため、必要経費の一部につきましては諸団体、諸会社にご協力を仰ぎたいと考

えております。格別のご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

■名称：第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 

 

■募金目標額：1,000,000 円 

 

■寄付金の使途：「第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜」の事前準備ならびに 

当日運営経費に充当 

 

■寄付金のお申込期間：2021 年 10 月 1 日(金)まで  

 

■お申込･お問合せ先：寄付金申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールにて下記運営事務局へお送

りください。 

       

 

 

 

 ■お振込先：下記の口座にお振込みください。 

銀行情報：三井住友銀行   東大和（ヒガシヤマト）支店（店番 852）  

口座番号：普通預金   4340429 

口座名義：第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｲﾁｶｲｼｰｱｰﾙｼｰﾄﾘﾝｼｮｳｼｹﾝﾉｱﾘｶﾀｵｶﾝｶﾞｴﾙｶｲｷﾞ） 

   振込期限：2021年10月29日(金) 

 

 

■税法上の取扱い：寄付金に対する優遇措置はございません。 

 

 

  

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス  

〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1  

TEL：086-250-7681   FAX：086-250-7682   MAIL：crc2021@kwcs.jp  
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5. ご案内 

 

■全体に関わるご案内 

（1）消費税について 

出展料、広告費、共催費は、消費税 10％込みの金額で表記していますが、消費税は請求時の消費税率に従い 

請求書を発行いたしますので、ご了承ください。 

（2）企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関及び医療関係者等に 

対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を製薬企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、 

各社が本会議に対して行う協賛費用の支払いに関し、各社ウェブサイトで公開されることに同意します。 

（3）締め切り後のキャンセルはできません。 

（4）出展料、広告料、共催費の返金は不可とさせていただきます。ただし、書籍展示に関しては、現地開催が中 

止となった場合においては協賛費用を返金いたします。 

（5）領収書は銀行の振込控えを以て代えさせていただきます。 

（6）振込期限までにご入金がない場合、お申込みを取り消しとさせていただくことがあります。 

（7）本会議への参加資格：協賛内容によって、以下のとおりWEB IDを進呈いたします。こちらは、一般参加者

同様に全ての講演会場、及びプログラムにご参加いただけます。展示会場内への出展者の入場制限はありま

せんが、人数制限は以下のとおりです。 

   【出展者への待遇】 

 プログラム集（進呈） 

※ 
WEB ID(進呈) スタッフ証 

共催セミナー（企画単位） 2 冊 2 枚 10 枚 

企業・アカデミア・書籍展示 1 冊 1 枚 3 枚 

広告 1 冊 1 枚 － 

寄付・助成 なし なし なし 

企業・アカデミア展示の方で、3 枚以上の「スタッフ証」が必要な場合は、運営事務局にご連絡ください。

上限 5 枚まで発行させていただきます。 

※WEB 抄録集は WEB ID でログイン後ダウンロードできます。 

 

■出展に関わるご案内 

（1）給排水：水、プロパンガス等の火気、圧縮空気の使用は禁止いたします。 

（2）出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び主催者の認めたものとします。 

（3）装飾物、展示物の高さは 2.5ｍに制限します。但し、やむを得ず超える場合、運営事務局の承認が必要です。 

（4）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。 

（5）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）未承認品の展示について： 

申請書類をご提出いただきます。詳細は運営事務局にお問い合わせください。 

（6）展示スペースの他社への転売は禁止します。 

（7）試飲・試食について：所轄保健所に届け出が必要となる場合もあります。 

届出ののち、諾否を決定します。（保健所から不許可が出た場合、試飲・試食はお断りいたします） 

また保健所の指示、指導等は遵守いただくよう、お願い申し上げます。 

（8）外国出展物：展示場は保税展示場とはいたしません。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。  

（9）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。 

（10）会場・会期・開場時間の変更：やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。現地開催

が出来ずWEB開催のみとなった場合は、WEB展示へ移行していただきます。 

この変更を理由として出展申込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いたしません。ただし、   

書籍展示に関しては、現地開催が中止となった場合においては協賛費用を返金いたします。 
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■新型コロナウィルス感染症対策について 

当会議では開催にあたり、以下の通り新型コロナウィルス感染症対策を講じます。 

 

（1）演者・観客間の接触・飛沫感染リスクの排除 

・会場内においては、参加者、スタッフ共に常にマスクの着用を義務化し、飛沫の拡散防止に努める。 

尚、マスクは発表、質疑の際にも着用することとする。 

・受付スタッフに関しては、フェイスシールドを着用する。 

（2）ソーシャルディスタンスの確保 

・参加者には、事前参加登録を推奨し、当日受付における混雑の緩和を図る。 

・受付周辺においては、周囲との間隔を空けるようにサイン等を設置し、注意喚起を図る。 

・会場内は、政府、会場のガイドラインに沿った定員数とし、可能な限り参加者同士の間隔を確保した 

レイアウトとする。 

（3）手洗い・消毒の呼びかけ 

・受付・会場前等の要所毎に十分なアルコール消毒液の設置を行い、参加者・スタッフには手洗い・消毒の

励行の呼びかけを行う。 

（4）体調不良の参加者 

・クラスター発生時の追跡調査に備え、可能な範囲での参加者の連絡先の把握 

・参加者には、事前参加登録及び当日参加登録時に緊急連絡先の登録を求め、万が一クラスターが発生した

場合には追跡ができるようにする。 

（6）参加者への接触確認用システム等の登録推奨  

・厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）への登録を推奨する。 

（7）会場内の換気について  

・会場内では入り口を開放するとともに、常に空調での換気を行う。 



 

 

 

 

申込期限 ： 2021年7月31日(土) 
運営事務局 株式会社キョードープラス 行 
Fax 086-250-7682 E-mail crc2021@kwcs.jp             

申込日： 2021年   月   日 

貴社名 
ﾌﾘｶﾞﾅ(                                                                         ) 

 

所在地 
(〒          -                 ) 

 

電話番号  

FAX 番号  

E-mail 

※-（ハイフン）＿（アンダーバー）．（ドット）など、明確にご記入をお願いします。 

 

展示連絡先責任者 
氏 

名 

フリガナ(                                        ) 所

属 

 

現地における 

展示責任者 

氏 

名 

フリガナ(                                        ) 所

属 

 

展示物内容 
 

出展項目 

☐ 企業展示 出展料 187,000 円(税込) 
小間数       小間 

☐ アカデミア展示 出展料 93,500 円(税込) 
小間数       小間 

☐ 
企業展示 

(WEB のみ) 
出展料 132,000 円(税込) 

小間数       小間 

☐ 
アカデミア展示 

(WEB のみ) 
出展料 93,500 円(税込) 

小間数       小間 

☐ 書籍展示 出展料 17,600 円(税込) 
机本数       本 

※該当する箇所すべてをご記入ください。 

宣伝サービス品を 

提供する場合 

メモ帳 ・ ボールペン ・ 便箋 ・ 手提袋  （〇印をつけてくだい。） 

その他（                       ） 

飲み物サービスを 

する場合 

 品名： 

 当日管理者： 

※詳細に関しましては、お申し込み後に、ご案内させていただきます。 

【申込先】第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス内  担当：宗野/滝澤/岡村 
〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1   
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail: crc2021@kwcs.jp 

  

該当の項目に印を 

つけてください。 

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 

企業・アカデミア・書籍 展示申込書 



 

 

 

 

申込期限 ： 2021年6月30日(水) 

運営事務局 株式会社キョードープラス 行 

Fax 086-250-7682 E-mail crc2021@kwcs.jp             
申込日： 2021年   月   日 

貴社名 
ﾌﾘｶﾞﾅ(                                                                         ) 

 

所在地 
(〒          -                 ) 

 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

E-mail 

※-（ハイフン）＿（アンダーバー）．（ドット）など、明確にご記入をお願いします。 

 

担当者 
氏 

名 

フリガナ(                                        ) 所 

属 

 

申込内容 

(お申込希望の枠に 

✓をお願いします) 

☐ WEB 抄録：裏紙裏 広告料 165,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：表紙裏 広告料 165,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：会議代表挨拶横 広告料 165,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：プログラム横 広告料 165,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：抄録横 広告料 132,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：共催セミナー横 広告料 132,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：一般演題 広告料 132,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：座長・演者索引横 広告料 132,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：後付 1 頁 広告料  77,000 円（消費税込み） 

□ WEB 抄録：後付 1/2 頁 広告料  44,000 円（消費税込み） 

□ HP バナー広告（中サイズ） 広告料  88,000 円（消費税込み） 

□ HP バナー広告（小サイズ） 広告料  55,000 円（消費税込み） 

※WEB 抄録等の原稿/データ締切： 2021 年 6 月 30 日（水）まで 

※HP バナー広告は入金確認ができ次第、HP に掲載いたします。 バナー原稿は

ご準備でき次第、データおよびリンク先 URL を運営事務局へご送付ください。 

広告原稿/データ 

送付予定日 
 20    年     月      日 予定 

備考欄 

【ご質問や請求書発行に際して、何かございましたらご記入ください】 

 

※該当する箇所すべてをご記入ください。 

【申込先】第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス内  担当：宗野/滝澤/岡村 
〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1   
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail: crc2021@kwcs.jp 

  

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 

広告掲載（WEB抄録集等/HPバナー） 申込書 



 

【送付先】Fax 086-250-7682 E-mail crc2021@kwcs.jp   

 

 

 

申込期限 ： 2021年10月1日(金) 

 

第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 

会議代表 玉浦 明美 殿 

 

趣旨に賛同し、第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜の開催費用

として、下記金額を寄付いたします。 

金                円也 

 2021年    月    日 

※税法上の取り扱いについて、寄付金に対する優遇措置はございません。 

所在地・ご住所 

(〒          -                 ) 

 

貴院名・貴社名 

ご  芳 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ(                                                                         ) 

 

取

扱

ご

担

当 

部署名 
 

役職 
 

担当者 

ふりがな（                                    ） 

 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

 

E-mail 

※恐れ入りますが-（ハイフン）＿（アンダーバー）．（ドット）など、明確にご記入をお願いします。 

 

ご入金予定日 
 

    2021 年         月        日頃 

お振込は募集要項記載の指定口座までお願いいたします。 

【申込先】第 21 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 運営事務局 

株式会社キョードープラス内  担当：宗野/滝澤/岡村 
〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1   
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail: crc2021@kwcs.jp 

 

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜 
 寄付金 申込書 


