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第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018－京都 開催にあたって 

再生医療への産官学インテグレーション 

 

5th Tissue Engineering and Regenerative Medicine  

International Society-World Congress 2018 Kyoto Japan  

Integration of Industry, Academia, and Government for Regeneration Medicine 

 

TERMIS（Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society）とは、組織工学・再生医療に

関する国際学会です（https://www.termis.org/）。TERMISは、２００５年に TESI（Tissue Engineering Society 

International）、ETES(European Tissue Engineering Society)、および日本、中国、韓国を中心としたアジア諸

国の Tissue Engineering研究者が集まり、「to find cures and new technologies that will ultimately affect our 

patients」を共通ゴールとして発足した国際学術組織です。発足初期には、Tissue Engineering（組織工学）研

究者と少数の関連企業からなる学会でした。しかしながら、現在は、組織工学研究者だけでなく、幹細胞生物

学、臨床家、再生医療関連企業の参加も増えてきています。TERMIS のテーマは、組織工学、幹細胞生物学、

細胞移植治療、再生医療、再生医療産業化などであり、現在では、組織工学・再生医療を広く扱う学会に成

長しています。上記の全ての分野を網羅している日本再生医療学会の国際版のような位置づけを目指してい

ます。幹細胞に関する国際学術組織として幹細胞研究国際学会（International Society for Stem Cell 

Research；ISSCR）がありますが、TERMISは、ISSCR と対をなす組織工学、治療応用、あるいは事業化に重点

を置いた再生医療分野の国際学術組織であります。TERMISには、TERMIS-Global の下に Asia-Pacific 

(TERMIS-AP)、Europe (TERMIS-EU)、America (TERMIS-AM)の３つの下部学会があります。第２代

TERMIS-AP 理事長は、TERMISの発足当初から多大な尽力された東京女子医科大学 岡野光夫先生が務

めらました。これらの下部学会は、毎年、それぞれの地区で学術集会が開催され、再生医療分野に興味をも

つ研究者、臨床家、企業家が集まっています。TERMIS-Globalは、３年に一度、全世界会議 TERMIS-World 

Congress (TERIMS-WC)を行っています。過去４回の全世界大会は、米国・ピッツバーグ（２００６）、韓国・ソウ

ル（２００９）、オーストリア・ウィーン（２０１２）、米国・ボストン（２０１５）で開催されています。 

その第５回世界会議 2018 TERMIS World Congress - Kyoto, Japanを、２０１８年の９月４日-７日、京都国際

会議場で開催することになりました。TERMIS-Global会議は、毎年、各地区で開催される TERMIS-AP、

TERMIS-EU、TERMIS-AMの下部学会とは違い、世界中の研究者、臨床家、企業家が一堂に会する、

TERMISの中できわめて重要な会議です。本会議は、日本再生医療学会(JSRM, The Japanese Society for 

Regenerative Medicine)との共同主催であります。再生医療に興味をもち、この分野の発展と推進を志す方々

にも多数ご参加いただけますよう、お願いいたします。 

再生医療とは、体本来のもつ自然治癒力を高めて病気を治す試みであり、これが可能となれば、体にやさ

しい理想的な治療法となります。また、新しい治療も可能となるため患者の期待感もますます大きくなっていま

す。この自然治癒力の基となるのが細胞の増殖と分化能力です。この細胞能力のコントロールこそが再生医
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療の実用化への keyであると考えます。 

再生医療には、患者を治す「再生治療」と将来の治療を科学的に支える「再生研究」があります。「再生研

究」には、細胞の増殖分化を調べる「細胞研究」と細胞を用いて薬の毒性や代謝を評価する「創薬研究」があ

ります。再生治療と再生研究が現実的になってきた背景には、幹細胞学と組織工学の両方の発展があること

を忘れてはいけません。細胞能力を高めるためには、細胞自身に加えて、細胞の周辺環境が大切であること

はいうまでもありません。この細胞環境を創製する医工学技術が組織工学です。 

再生治療には、大きく分けて細胞移植と組織工学の 2つの方法論があります。前者では、細胞能力の高い

細胞を移植し、病気の再生修復を行います。後者では、バイオマテリアル技術を活用して細胞周辺環境を整

えることで、体内に存在する細胞の増殖分化能力を高め、再生修復を実現します。一方、細胞能力をコントロ

ールできるバイオマテリアル技術があれば、再生研究はさらに発展するでしょう。科学技術に加えて、細胞の

品質管理、生命倫理、規制などに関する議論も、再生医療の実現には必要であります。このように、再生医療

は様々な学術分野の寄与に加えて、大学、企業、官の有機的な協力が不可欠な学際融合境界領域でありま

す。すなわち、種々の専門領域のインテグレーションが重要です。 

本世界会議では、再生治療と再生研究とからなる再生医療領域を工学、医歯学、薬学、理学などの立場か

ら全体的に鳥瞰できるようにプログラムを編成いたします。再生医療の基本概念である細胞能力のコントロー

ルを目指して、異なる専門分野と領域の人々に集まっていただき「細胞研究」「創薬研究」「再生治療」などの

具体的な出口をしっかりと見すえて、「再生医療への産官学インテグレーション」の促進を議論できる場を提供

したいと考えています。世界各国から組織工学・再生医療の研究者、臨床家、関連企業が集まり、人的交流を

深めるとともに議論できるよい機会です。 

会員の皆様はもちろん、再生医療に興味をもち、この分野の発展と推進を志す方々にも多数ご参加いただ

けますように、鋭意準備を進めてまいります。ご支援、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。 

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共催費は、各社が公表

することについて了承致します。 

謹白 

 

平成 29年 8月吉日 

 

    第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 大会長 

      

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 教授    

        TERMIS-AP理事長、JSRM理事  田畑泰彦    

 
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科 教授    

        JSRM理事長、TERMIS-AP 理事   澤 芳樹    
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 1．開催概要                                                     

■会 議 名 称：第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

 5th Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-World Congress 2018 Kyoto Japan 

 

■会 期：平成 30年（2018年）9月 4日～7日 

 

■会 場：国立京都国際会館 

       〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 

        TEL：075-705-1234 FAX: 075-705-1100 

      

■会 長： 田畑 泰彦 

   (京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 生体材料学分野) 

澤   芳樹  

(大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科) 

 

■参加予定者数：約 2,500名 

 

■メインテーマ：「再生医療への産官学インテグレーション」 

 

■事 務 局：京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 生体材料学分野  

 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 53 

 TEL：075-751-4128 FAX: 075-751-4646 

 

■運営事務局：日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 

 〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2Ｆ 

 TEL: 06-6221-5933   FAX: 06-6221-5938 

 E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 

 

■申込み方法： 添付の申込書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご送付ください。 

■お支払方法： 申込書を受領し、枠が決定次第、運営事務局より請求書を発行いたしますので、下記

の銀行口座へお振込みください。なお、振込手数料は貴社負担とさせていただきま

す。また、請求書発行後のキャンセルは原則として受付けませんので、ご了承くださ

い。 

＜お支払い先＞ 

 銀行名    三菱 UFJ 銀行 

 口座番号  0127196 

 口座店 ：聖護院支店（店番：445） 

 TERMIS2018 代表 田畑
タ バ タ

 泰彦
ヤスヒ コ

 

（ﾀｰﾐｽ ﾆｾﾝｼﾞﾕｳﾊﾁ ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽﾋｺ） 
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 2．パッケージスポンサー                                   

■名 称：パッケージタイプ 

 パッケージタイプ 金額（税込） 

1 ゴールドスポンサー 3,240,000 

2 シルバースポンサー 2,160,000 

3 ブロンズスポンサー 1,080,000 

 

1. ゴールドスポンサー 

 ゴールドスポンサーパッケージには下記のものが含まれます。 

  ・ランチョンセミナー Aタイプ 1枠  

  ・企業展示スペース小間 最大 4小間まで提供 

  ・プログラム集広告後付 1頁（カラー） 1枠 

  ・(コングレスバッグ封入等による)参加者への配布広告（カラー・A４サイズ） 1枚 

  ・会期中講演会場内のスライドスクリーンにて幕間に企業広告（2分以内の動画も可能）を掲載 

 ・会期中のスポンサー企業一覧の看板に企業ロゴマークを掲載 

 ・上限４名様まで学術集会へ無料ご招待 

 

2.シルバースポンサー 

 シルバースポンサーパッケージには下記のものが含まれます。 

  ・ランチョンセミナー B タイプ 1枠  

  ・企業展示基礎小間 最大 2小間まで提供 

  ・プログラム集広告後付 1頁（カラー） 1枠 

  ・(コングレスバッグ封入等による)参加者への配布広告（カラー・A４サイズ） 1枚 

・会期中のスポンサー企業一覧の看板に企業ロゴマークを掲載 

  ・上限３名様を学術集会へ無料ご招待 

 

 

3.ブロンズスポンサー 

 ブロンズスポンサーパッケージには下記のものが含まれます。 

  ・企業展示スペース小間 4小間まで提供 

  ・プログラム集広告後付 1/2頁（カラー） 1枠 

  ・上限 2名様を学術集会へ無料ご招待 

 

 

■申 込 締 切：平成 30年 6月 29日（金） 

※ただし、ゴールドスポンサー、シルバースポンサーはランチョンセミナーが埋まり次第、 

申込み締め切りとなります。 
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 3．ランチョンセミナー開催計画                                   

■名 称：ランチョンセミナー／Luncheon Seminar 

         ※今後、名称変更の可能性がございます。 

 

■主 催：第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 

 

■開 催 日： ランチョンセミナー ··········· 平成 30年 9月 5日～7日の 3日間 

（9月 4日はプレワークショップ開催日） 

■時 間：昼間の時間帯の 50 分間（予定） 

         

■会 場：国立京都国際会館 約 100席～1000席 

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

 

■プログラム：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、 

ご相談のうえ、決定させていただきます。 

 

■発 表 形 式：PC によるコンピュータープレゼンテーションが可能です。 

          ※本学会ではスライド発表関連機材および 2面併写の準備はございません。 

 

■共 催 費： 

   ランチョンセミナー 

  ・Ａタイプ 約 500席～1,000席 1,620,000 円（税込） 

  ・Ｂタイプ 約１00席～350席  1,296,000 円（税込） 

     ※全会場すべてシアター形式にて設定した場合の席数（予定）となっております。 

     ※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（ｱﾙﾊﾞｲﾄｽﾀｯﾌ等人件費／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） 会場設営変更費 
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■その他注意事項： 

     （1） 同封の FAX 返信用紙にてお申込をお願いいたします。 

     （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。 

     （3） 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下さい。 

     （4） 使用会場および開催日については、プログラムの内容等を考慮のうえ、決定させていただきま

す。 

     （5） お申込期限は平成 30年 6月 1日（金）とさせていただきます。会場・日時のご希望は決定次第の

ご連絡でも構いません。 

     （6） 使用会場決定後に請求書をお送りいたします。請求書発行後 1ヶ月以内に、請求書記載の口座

にお振込みをお願いいたします。 

     （7） 学会総会の運営につきましては下記に委託しております。運営の詳細につきましては、後日、同

社よりご連絡申し上げます。 

 

  第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都  運営事務局  

日本コンベンションサービス株式会社（JCS）関西支社  

  〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

  TEL: 06-6221-5933  FAX: 06-6221-5938   

  E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 
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 4. 各種広告関係： a) プログラム 広告募集要項                                  

■広告媒体名   ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 プログラム 

■発行部数 ： 3,000部（予定） 

■サ イ ズ ： A4サイズ（予定：縦 27.5㎝×横 21.1㎝） 

■発行日 ： 2018年 9月 

■媒体作成費 ： 3,240,000 円（税込み） 

■広告料総額 ： 1,544,400円(税込み) 

■広告料 ： 

1． 表 4（カラー） 216,000円 1社 

2． 表 3（カラー／モノクロ） 183,600円 1社 

3． 表 2（カラー／モノクロ） 194,400円 1社 

4． 後付１（カラー／モノクロ） 86,400円 5社 

5. 後付 1/2（カラー／モノクロ） 64,800円 8社 

 

■広告原稿 ：平成 30 年 7月 31日（火）までに納品ください。（使用後ご返却いたします。） 

     原稿版下のご提出先は、下記運営事務局となります。 

    モノクロ･･･完全版下、完全ポジフィルム、データ 

         カラー････完全ポジフィルムもしくは印刷用データ（イラストレーター等） 

※ ご送付いただく際に確認用として出力見本の添付をお願いいたします。 

 

■印刷様式    ：オフセット印刷（CTP製版） 

 

■広告申込締切 ：平成 30 年 6月 29日（金） （必着） 

 

■お申込方法 ：別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申込下さい。 

   

■ご請求 ：申込書を受領し、広告掲載枠が決定次第、運営事務局より、請求書を発行いたし 

   ます。請求書に記載の指定口座までお振込みください。 

   なお、まことに勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 

   また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

   あわせてご了承下さい。 

 

■お問合せ先 ：第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社（JCS）関西支社  

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2Ｆ 

TEL: 06-6221-5933  FAX: 06-6221-5938   

E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 
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 4. 各種広告関係： b) 学会集会ホームページバナー 広告募集概要                                  

■募集媒体   ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 ホームページ 

■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） 

■掲載要領  ：  URL   http://www2.convention.co.jp/termis-wc2018 

    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） 

■掲載期間 ：  申し込み月～平成 30年 9月末日（随時更新） 

■広告料 ：  1枠：216,000円（税込） 

 

■バナーサイズ ： 横 200 ピクセル×縦 60ピクセル 以内で作成ください。 

※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。 

 

■広告申込締切 ： 平成 30年 8月 10日（金） 

 

■お申込方法  ： 別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込ください。 

    お申込後、バナーデータとともに、リンク先 URLを運営事務局にお知らせくださ 

    い。 

 

■ご請求  ： 申込書を受領し、広告掲載が決定次第、運営事務局より、請求書を発行いたしま 

    す。請求書に記載の指定口座までお振込みください。 

    なお、まことに勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 

    また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

    あわせてご了承下さい。 

 

■お問合せ先  ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社（JCS）関西支社  

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2Ｆ 

TEL: 06-6221-5933  FAX: 06-6221-5938   

E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 
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 4. 各種広告関係： c) メインエントランス 会場内バナー 広告募集概要                                  

■募集媒体   ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 会場内バナー 

 

■広告日程  ： 2018 年（平成 30年） 9月 4日～7日の 4日間 

■掲載場所    ： 国立京都国際会館 メインエントランスの天井 

■募集内容 ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都  

  会場内バナー（メインエントランス天井に設置される会場内バナー/ 

1枠-バナー1枚-両面表示）への企業ロゴ等広告の掲載 

■ 対象 ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都  参加者 

■ 募集枠 ： 3枠 ×3日間 

■ 広告料金 ：\324,000(税込)／1枠 

■ 広告サイズ（予定）： ターポリンシート 広告サイズ（W700×H600 ㎜/予定）/バナーサイズ（Ｗ900

×Ｈ3,000） 

■ 申込方法 ： 本案内添付の「申込書」に所定の事項を記載の上、下記宛に FAX にてお申し込み

ください。 

■ 申込締切 ：  2018年（平成 30年） 7月 25日（水） 

■ 広告データ原稿締切 ：2018年（平成 30年） 8月 1日（水）   

広告データご提出方法に関しては、お申し込み頂いた企業に後日ご連絡いたします。 

    

                     メインエントランス 

                    吊り下げバナー 

                   （Ｗ900×Ｈ3，000㎜） 

 

広告サイズ 

（Ｗ700×Ｈ600㎜） 

                  両面表示 

                  ×3 枚 

 

 

■ご請求  ： 申込書を受領し、広告掲載が決定次第、運営事務局より、請求書を発行いたしま 

    す。請求書に記載の指定口座までお振込みください。 

    なお、まことに勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 

    また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

    あわせてご了承下さい。 

 

■お問合せ先  ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社（JCS）関西支社  

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2Ｆ 

TEL: 06-6221-5933  FAX: 06-6221-5938   

E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 
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ｄ） ネームカードケース 

■ 名 称 ： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都  

（ネームカードケース＆）ストラップ 掲載広告 

■ 広 告 日 程 ：   2018年（平成 30年） 9月 4日～7日の 4日間 

■ 募 集 内 容 ：  第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

               ストラップ本体に貴社名や、商品名、ロゴを印字 

■ 対 象 ：  第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都の参加者 

■ 募 集 枠 ：  4枠（3,000本／1枠）※ネームケース込 

■ 媒体制作費 ：  1,620,000円（予定） 

■ 広 告 料 金 ：  \378,000円（消費税込）×4枠 

■ 申 込 方 法 ：  本案内添付の「広告申込書」に所定の事項を記載の上、 

  下記宛に FAXにてお申し込みください。 

■ 申 込 締 切 ：   2018年（平成 30年） 6月 1日（金） 

■ 広告データ締切 ：   2018年（平成 30年） 6月 12日（火） 

   広告データのご提出方法は、お申込み企業に後日ご連絡いたします。 

■ そ の 他 ：  サイズ・仕様などの詳細については別途ご連絡させていただきます。      

 

e)  コングレスバック 

■ 媒  体  名： コングレスバック  

■ 配 布 対 象： 第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 参加者 

■ 制 作 部 数： 2,800個 

■ 媒体制作費： 1,620,000円（予定） 

■ 広告掲載料： 1,080,000円 ÷掲載枠-（1～3社想定） 

  ※一口 360,000円 、3口のお申込みで貴社ロゴのみの掲載となります。 

■ 総依頼社数： 1～３社（予定） 

■ 掲載箇所：       コングレスバックの表面、もしくは付属のタグに協賛企業-ロゴマークを印刷 

■ 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。 

■ 申込方法： 同封の広告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。 

 

■ 申 込 先：         第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社（JCS）関西支社  

 〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2Ｆ 

 TEL: 06-6221-5933  FAX: 06-6221-5938   

E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 

■ 申込締切日： 平成 30 年 6月 1日（金） （※必着/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。）  

   ※協賛会社が決定次第、事務局よりご連絡申し上げます。版下締切日をその際、 

お伝えいたします。 

4. 各種広告関係: ｄ) ネームカードケース‐ストラップ/ e) コングレスバック   広告募集

要項 
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■出展対象 

       医療機器、医薬品、食品サンプル、検査機器、書籍他 

        ■出展料金 

       種類 単位 小間サイズ 単価(税込) 

  基礎小間 1 小間～ 2.7㎡(幅 1.8m×奥行 1.5m×高さ 2.4m) ¥324,000 

  スペース小間 1 小間～ 2.7㎡(幅 1.8m×奥行 1.5m) ¥270,000 

  一般書籍販売展示 1 テーブル 1.62㎡(幅 1.8m×奥行 0.9m) ¥10,800   

 ※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、袖パネル、社名板 等は設置されません。） 

  
        ■基礎/スペース小間の募集小間数(予定) 

   

  

120 小間 

     
        ■展示スペースへの参加動員 
 

  

本総会の展示会場は参加者の動員数を増やす為、ポスター会場やドリンク 
 

  

サービスの併設を予定しております。 
 

 
        ■書籍展示の募集テーブル数(予定) 

    

  

テーブル 40本 

     
        ■展示小間割の決定 

     

  

当方で決定します。 

    
        ■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下さい。 

  

詳細は、運営事務局にお問い合わせ下さい。 

   
        ■薬事法未承認品の展示について 

    

  

運営事務局にお問い合わせ下さい。 

   
        ■出展者へのご案内 

     

  

出展者説明会は行いません。開催の 1カ月前頃に小間割、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。 

  
        ■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。 

 5.企業展示 出展要項 
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        ■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。 

   
        ■会期・開場時間の変更 

     

  

やむを得ない事情により会期及び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。 

   
        ■本会議への参加資格について 

     

  

出展社には、展示会場へのアクセスとして、出展社証をお渡しいたします。出展

社証には第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018－京都の講演会場及

び関連プログラムへの参加資格はありません。プログラムの聴講をご希望の方は

有料にて参加費をお支払いください。 

 

  

■申込方法 

 

本案内添付の「出展申込書」に所定の事項を記載の上、 

  

下記あてファクシミリかご郵送でお送り下さい。 

      ■申込先 

 

第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018－京都 

  

運営事務局 

   

  

日本コンベンションサービス株式会社 関西支社（内） 

 

  

〒541-0042大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

  

Tel:06-6221-5933 Fax：06-6221-5938 

 

  

E-mail：termis-wc2018@convention.co.jp 

 

      ■申し込み締切り 

 

平成 30 年 6月 1日(金）までとします。（郵送の場合は当日消印有

効）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 

  

ご了承下さい。 

  

      ■出展料のお支払い 

 

会期終了までに請求書をお送りしますので、請求書査収後 1ヶ月以

内に指定口座(請求書に記載)までお振込み下さい。 

■出展申し込みの取り消し 

   

  

平成 30 年 6月 1日(金）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下さい。 

  

  

 

  

    

    

■設置概要  
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搬入(予定)    9月 3日   13:00～18:00 (スペース小間のみ 10時より開始） 

  

  

搬出･撤去(予定)     9月 7日   15:00～19:00    

■小間規格① 

 

 
 

  

      

       

   

1小間＝幅 1.8m×奥行 1.5m×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、 

   

  出展者が行って下さい。 

  

       

   

（基礎小間基本姿図） 

  
 

    

※社名のロゴ等必要な場合はご指示下さい。 

(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、

お申込いただいている出展者様にご連絡します。

あらかじめご了承下さい。 

 

 

 

 

■装 飾 

     

   

装飾は、下記の時間内に完了して下さい。(搬入と同時進行となります) 

       
   

  9月 3日    14:00～18:00  【予定】 

   ■禁止事項 

     

   

装飾物、展示物の高さは、2.5mに制限します。ただし、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。 

  ■電 気 

     

   

出展者の希望により有償で、電気(交流単相二線式 100V50Hz)を 

   

開閉器にて小間まで供給します。取り口は平行二口ご用意します。 

   

(それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談下さい。） 

■給排水 

     

   

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的には禁止します。 

  

 

   

 

1500mm 

1800mm 

展示台 

社名板 
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■小間規格②      

      

      

       

    

1小間＝間口 1.8ｍ×奥 1.5m   

       

    

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 

    

お引き渡しします。 

 

   

スペース小間姿図 

 
    

 

 
     
     
     
           

    

※装飾物、展示物の高さは、3.5mに制限します。3.5mを 

    

  越える場合は事前に事務局の承認が必要となります。 

    

  また、制限範囲内の装飾でも、通常より大きな搬入物に 

    

  関しましては、搬入口の通過が可能であるか、搬入物の寸法 

    

   とともに予めお問い合わせ下さい。 

    

※スペース小間でお申し込みの場合は最低限の特別装飾を 

    

   行って下さい。 

 

 

■装 飾 

 

  

装飾は、下記の時間内に完了して下さい。(搬入と同時進行となり

ます。) 

       
    

  9月 3日    10:00～18:00【予定】 

    
       

 

■禁止事項 

 

  

装飾物、展示物の高さは、3.5mに制限します。ただし、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。 

 
       

 

■電 気 

 

  

出展者の希望により有償で、電気(交流単相二線式 100V50ヘルツ)

を開閉器にて小間まで供給します。(それ以外の特殊電源に関して

は別途ご相談下さい。）電気一次幹線工事代金は、申込 1Kwまで 

    

15,000円、1Kwを越える場合は、500wごとに 7,500 円とします。 

     

    

（消費電力料金含む)また、コンセント等、電気 2次幹線工事代金

は別途申し受けます。 

       

 

■給排水 

  

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的には禁止します。 
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宛先：第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都運営事務局  申込締切：平成 30年 6月 29 日（金） 

第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

パッケージスポンサー申込書 
● 申込者 （所在地、TEL･FAX、E‐mailは実務担当者のものをご記入ください。）   平成     年    月    日 

会社名 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

                                                       

実務 

担当者 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

所属部署 

 

 

 

所在地 
〒 

 

TEL  FAX  

E-mail  

● 申込タイプ   

□ ゴールド ： ランチョンセミナーA タイプ  希望日程：     月     日（   ） 希望小間数     ／4 小間 

□ シルバー ： ランチョンセミナーB タイプ  希望日程：     月     日（   ） 希望小間数     ／2 小間 

□ ブロンズ ： 希望小間数     ／4 小間 

●予定セッション内容 

（未確定の場合もお申込時点での予定をご記入下さい。また、全く未定の場合は「未定」とご記入下さい。） 

講演内容（セッションテーマのみでも可） 

 

演者（氏名・所属） 

座長（氏名・所属） 

 

●出展 

出展物  

電気 １．使用する （   kw 100V） ２．使用しない          ３．未定 

コンセント １．使用する （     小口 ） ２．使用しない          ３．未定 

その他 
特記事項 

 

●備考 

 

 

 
第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局 
  日本コンベンションサービス株式会社 関西支社  
  〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

  TEL：06-6221-5933 FAX：06-6221-5938 E-mail: termis-wc2018@convention.co.jp 

FAX：06-6221-5938 
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宛先：第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都運営事務局  申込締切：平成 30 年 6 月 1 日（金） 

FAX：06-6221-5938  

第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

ランチョンセミナー申込書 
● 申込者 （所在地、TEL･FAX、E‐mailは実務担当者のものをご記入ください。）   平成     年    月    日 

会社名 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

                                                       

実務 

担当者 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

所属部署 

 

 

 

所在地 
〒 

 

TEL 
 

 
FAX  

E-mail  

● 申込内容   

P.3 をご参照の上、ご希望のタイプ、日程をご記入下さい。 

  記入例  ：□ランチョン（ A ）タイプ  日程：  9 月 5 日（水）    

  第 1 希望 ：□ランチョン（   ）タイプ  日程：                  

  第 2 希望 ：□ランチョン（   ）タイプ  日程：                

●予定セッション内容 

（未確定の場合もお申込時点での予定をご記入下さい。また、全く未定の場合は「未定」とご記入下さい。） 

講演内容（セッションテーマのみでも可） 

 

演者（氏名・所属） 

座長（氏名・所属） 

 

●その他 （ご要望等） 
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宛先：第 5回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 運営事務局   

            a)プログラム集広告申込締切：平成 30年 6月 29日（金） 

b) 学会 HP バナー広告申込締切：平成 30年 8月 10日（金） 

c) 会場内バナー広告申込締切：平成 30年 7月 25 日（水） 

ｄ) ネームカードケース‐ストラップ広告申込締切：平成 30年 6月 1日（金） 

e) コングレスバック広告申込締切：平成 30年 6月 1日（金） 

第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

a) プログラム集広告/ b) ホームページバナー広告/ 

c） 会場バナー広告/ d) ネックストラップ広告/ e) コングレスバック広告 申請書 

● 申込者 （所在地、TEL･FAX、E‐mailは実務担当者のものをご記入ください。）   平成  年   月   日 

会社名 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

                                                       

実務 

担当者 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

所属部署 

 

 

 

所在地 
〒 

 

TEL 
 

 
FAX  

E-mail 
 

 

申込内容  ※いずれかに✓をご記入下さい（掲載費は税込です）。  

□a) 抄録集（プログラム）広告 

□ 広告 A4 版 プログラム 表 4（カラー）             216,000円 (税込) 

□ 広告 A4 版 プログラム 表 3（カラー／モノクロ）       183,600円 (税込) 

□ 広告 A4 版 プログラム 表 2（カラー／モノクロ）       194,400円 (税込) 

□ 広告 A4 版 プログラム 後付（カラー／モノクロ）         86,400円 (税込) 

□ 広告 A4 版 プログラム 後付 1/2（カラー／モノクロ）       64,800円 (税込)       

□b)  ホームページバナー広告    □  1枠            216,000円 (税込) 

□c)  会場内バナー広告     □  1枠            324,000円 (税込) 

□d)  ネームカードケースーストラップ広告  □  1枠          378,000円 (税込) 

□e)  コングレスバック広告          
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宛先：第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都運営事務局  申込締切：平成 30 年 6 月 1 日（金） 

FAX：06-6221-5938  

第 5 回 国際組織工学・再生医療学会 世界会議 2018-京都 

付設展示会申込書 
下記の通り出展を申し込みます。 

■ 出 展 申 込 者                                              平成     年    月    日 

会社名 

団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

  

代表者名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

役職 
 

 

所在地 
〒 

電話  FAX  

■ 出 展 実 務 担 当 者（今後本展示会に関しまして、連絡を取らせていただきます。） 

所属部課  
ﾌﾘｶﾞﾅ  

TEL  

氏名  
役職  FAX  

所在地 

〒 

E-mail  

■ 小 間 詳 細 

小間タイプ 基礎小間    ・    スペース小間    ・    書籍展示 

小間数 （小間 ・ テーブル） 

出展料 （小間 ・ テーブル）  ×             円  ＝              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下さい） 

■ そ の 他 

電気 １．使用する （   kw 100V） ２．使用しない          ３．未定 

展示台 １．使用する            ２．使用しない          ３．未定 

コンセント １．使用する （     小口 ） ２．使用しない          ３．未定 

その他 

特記事項 
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