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開催概要 

 

1. 会の名称 

  日本法中毒学会第 37年会 

2. 年会長 

  沼澤 聡（昭和大学 薬学部 生体制御機能薬学講座 毒物学部門） 

3. 会期 

  2018年 7月 6日（金）・7日（土） 

4. 会場 

  昭和大学 上條講堂および 2号館 

5. 参加予定者数 

  約 250名 

6. 予定プログラム 

  ・特別講演 

  ・シンポジウム 

  ・一般演題（口頭・ポスターセッション） 

  ・ランチョンセミナー 

7. 申込方法 

 趣旨にご賛同賜り、ご協力いただけます場合は、各種概要をご確認の上、同封の申込書に 

ご記入いただき、E-mailへの添付（PDF）にて下記事務局までご提出ください。 

8. 申込期限 

広告、展示、ランチョンセミナー、名札ホルダー・ドリンクのご提供：平成 30年 1月 26日（金） 

ご寄付：平成 30年 3月 30日（金） 

9. 事務局（お問い合わせ・お申込先） 

 〒142-8555 

 東京都品川区旗の台 1-5-8  昭和大学薬学部毒物学部門内 

日本法中毒学会第 37年会事務局 担当：光本
ミツモト

 明日香、芦野 隆 

TEL ： 03-3784-8206    E-mail : jaft37-tokyo@forensic.toxicology.jp 

※E-mail受信後、（土日祝日・年末年始を除く）3日以内に返信いたします。 

事務局より連絡がない場合には、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。 
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10. 振込先  

ゆうちょ銀行 品川旗の台郵便局  

口座番号：00100-0-673507 

口座名称（漢字）：日本法中毒学会第 37年会 

口座名称（カナ）：ニホンホウチュウドクガッカイダイサンジュウナナネンカ 

※カナは 30文字制限のため、「年会（ネンカイ）」の「ネンカ」で終了です。 

 

ゆうちょ銀行以外からお振込み頂く場合は 

店名（店番）：０一九（ゼロイチキュウ） 

預金種目：当座  口座番号：0673507 

 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

※広告掲載料、展示料、ランチョンセミナー料、寄付金は平成 30年 5月 18日（金）までにお振込く

ださい。 
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募集要項 

1. 広告掲載 

1) 講演要旨集への広告概要 

◆体裁 ： A4サイズ、無線綴じ（左綴じ）。 

◆部数 ： 600部（予定）  

◆広告掲載料 ： ページ割付は主催者にご一任願います。 

表 2（表表紙の内側）（モノクロ） 30,000円（募集数 1口） 

表 3（裏表紙の内側）（モノクロ） 30,000円（募集数 1口） 

表 4（裏表紙）（カラー可）  50,000円（募集数 1口） 

記事中 1頁（モノクロ）       20,000円（募集数 10口） 

2) お申込方法等 

◆申込方法 ： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、E-mailへの添付（PDF）にて年会事務局

にお申込みください。なお、E-mailの件名は「社名 広告申込」としてください。 

◆申込締切 ： 平成30年1月26日（金） 

◆原稿 ： 広告版下はPDFファイルにて作成して頂き、E-mailへの添付にてお送り下さい。 

件名は「社名 広告版下」としてください。 

◆版下提出締切 ： 平成30年3月23日（金） 

◆その他 ： 希望ページに多数のご応募があった場合には、先着順とさせていただきます。 

広告主様には、講演要旨集にご芳名を記載させていただきますと共に、講演要旨集 

1冊を進呈させていただきます。 

 

 

2. 企業展示  

1) 展示概要 

◆体裁 ： 机 W 180 × D 90（45×2脚）× H 70（cm）、 

      バックパネル W 180（90×2本）× H 210（cm）、白布、椅子1脚 

◆場所 ： 上條講堂ホワイエ（講演会場横）または2号館1階エントランス（ドリンクコーナー前） 

      上條講堂（飲食不可）と2号館（飲食可）は連結しています。 

2号館ではランチョンセミナー（3階、4階）、ポスターセッション（4階）を行います。 

◆展示料 ： 1小間 70,000円 場所割付は主催者にご一任願います。 

◆募集数 ： 15小間 

2) 搬入出スケジュール（暫定） 

   搬入 7月 5日（木）15:00～18:00 

   展示 7月 6日（金）9:00～17:00、7日（土）9:00～16:00  

   搬出 7月 7日（土）16:00～18:00 
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3) お申込方法等 

◆申込方法 ： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、E-mailへの添付（PDF）にて年会事務局

にお申込みください。なお、E-mailの件名は「社名 展示申込」としてください。 

◆申込締切 ： 平成30年1月26日（金） 

◆その他 ： 展示数以上のご応募があった場合には、先着順とさせていただきます。展示主様には、

講演要旨集にご芳名を記載させていただきますと共に、1小間につき2名様の学術集会

参加証、1名様の懇親会ご招待、講演要旨集1冊を進呈させていただきます。なお、上記

人数を超える場合には、学会参加費の支払いをお願い致します。 

4) 企業展示における注意事項 

①運搬・開梱・展示作業などで、他の出展者の妨げにならないようご注意ください。 

特に搬入出口での開梱作業などはご遠慮ください。 

②搬入出の作業には、必ず出展責任者が立ち会ってください。 

③搬入後の展示会場での装飾もしくは出展物の開梱などの際に生じた廃材・梱包資材類は、 

各出展者の責任において必ず撤去してください。 

④撤去の際は、廃材処理等を含めて完全に撤去してください。 

⑤下記の項目に抵触する事項を禁止いたします。 

・消防法、建築法、その他関係法令、会館規定で禁止されている項目に抵触する行為。 

・小間外での展示活動、参加者、展示者に対して危険または迷惑をかける行為。 

・本学会、展示会の品位を下げるような行為。 

・上條講堂内での飲食。 

⑥各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等について、主催者は補償を

含めた一切の責任を負いかねます。各社にて保険に加入する等の措置をお取りください。 

⑦出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者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の責任を負いません。 

 

 

3. ランチョンセミナー 

1) ランチョンセミナー開催概要 

◆体裁 ： 企業発表、スクリーン映写。参加チケットは、当日の朝、配布してください。 

◆場所 ： 昭和大学 2号館 

◆日時 ： 平成30年7月6日（金）、7日（土） 12:00～14:00のうち60分（予定） 

2) 費用 

費用は下記の通りです。別途、参加者の飲食代のご負担をお願い致します。 

飲食（弁当＋お茶）の単価は、1,500円を予定しております。内容は年会事務局にて決定させてい

ただきます。なお、セミナー料には会場費、マイクなどの付帯設備費、PC対応液晶プロジェクターな

どの機材費は含まれておりますが、座長・講師への謝礼・旅費・宿泊費は各社に一任いたします。 
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2018年7月6日（金） 

施設名 収容数（席数） セミナー料 弁当数 

第１講義室（3階） 104 30,000 60 

第３講義室（3階） 108 30,000 60 

第５講義室（4階） 134 50,000 125 

2018年7月7日（土） 

施設名 収容数（席数） セミナー料 弁当数 

第４講義室（3階） 135 50,000 125 

第５講義室（4階） 134 50,000 125 

3) お申込方法等 

◆申込方法 ： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、E-mailへの添付（PDF）にて年会事務局

にお申込みください。なお、E-mailの件名は「社名 ランチョン申込」としてください。 

◆申込締切 ： 平成30年1月26日（金） 

◆その他 ： ご希望の開催日と会場を第二希望までご記入ください。主催主様には、1名様の学術

集会参加証と、講演要旨集1冊を進呈させていただきます。なお、上記人数を超える

場合には、学会参加費の支払いをお願いします。 

 

4. 名札ホルダー・ドリンクのご提供 

1)名札ホルダー概要 

◆体裁 ： ストラップ付ネームホルダー 

      ストラップ部に社名やロゴマークが入っていても構いません。 

形状（サイズ等）は事前に主催者側にご連絡ください。 

◆希望個数 ： 350個（余剰分は返却可能です。）  

◆募集数 ： 1社 

2)ドリンク概要 

◆希望個数 ： 300本/社/日 

◆募集数 ： 2社（1社で600本ご提供いただくことも可能です。） 

◆飲料の種類については、事前にお打ち合わせをさせていただきます。 

3) お申込方法等 

◆申込方法 ： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、E-mailへの添付（PDF）にて年会事務局

にお申込みください。なお、E-mailの件名は「社名 ネームホルダー提供」または「社

名 ドリンク提供」としてください。 

◆申込締切 ： 平成30年1月26日（金） 

◆その他 ： 多数のご応募があった場合には、先着順とさせていただきます。提供主様には、講演

要旨集にご芳名を記載させていただきますと共に、講演要旨集1冊を進呈させていた

だきます。なお、ネームホルダーやドリンクの郵送・運搬費はご負担願います。 
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5. ご寄付 

1) 寄付金の名称 

  日本法中毒学会第37年会 開催寄付金 

2) 使途 

  日本法中毒学会第37年会開催・運営資金 

3) 目標額 

  500,000円 

4) 寄付金額 

  企業・団体等  一口20,000円（何口でも可） 

  個人       一口10,000円（何口でも可） 

5) お申込方法等 

◆申込方法 ： 同封の申込書に必要事項をご記入の上、E-mailへの添付（PDF）にて年会事務局

宛にお申込みください。なお、E-mailの件名は「社名（または個人名） 寄付金申込」と

してください。 

◆申込締切 ： 平成30年3月30日（金） 

◆振込締切 ： 平成30年5月18日（金） 

◆その他 ： ご寄付いただいた方には、講演要旨集にご芳名を記載させていただきますと共に、講

演要旨集1冊を進呈させていただきます。なお、税法上の免税措置はございません。 
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日本法中毒学会第37年会 広告・企業展示・ランチョンセミナー申込書 

申込日：平成  年  月  日 

フリガナ 

貴社名・部署名 

 

ご住所 

 

〒 

フリガナ 

ご担当者名 
                      印 

TEL  

E-mail  

 

１．広告（申込締切 ： 平成30年1月26日、版下提出締切 ： 3月23日、振込締切 ： 5月18日） 

広告位置 

□にチェックを入れてください。 

表 4はモノクロ・カラーを選択して下さい。 

☐表 2           30,000円 

☐表 3           30,000円 

☐表 4（モノクロ・カラー）50,000円 

☐記事中（   頁）   20,000円/頁 

２．企業展示（70,000円/コマ）（申込締切 ： 平成30年1月26日、振込締切 ： 5月18日） 

主な展示内容 

特記事項 

 

小間数 （       コマ） 机 要／不要 

バックパネル 要／不要 白布（机用） 要／不要 

椅子 1脚 要／不要 コンセント数 （         個） 

使用電力 （        w） 車両搬入出予定 有／無 

３．ランチョンセミナー（申込締切 ： 平成30年1月26日、振込締切 ： 5月18日） 

 日付（7月6日または7日） 会場名 弁当数 

第一希望    

第二希望    

４．その他 

請求書 要／不要   

振込み金額 円 振込み予定日 平成    年   月   日 

特記事項  

お申し込み・お問い合わせ先 

日本法中毒学会第 37年会事務局  

昭和大学薬学部毒物学部門内 担当：光本・芦野 

TEL：03-3784-8206  E-Mail： jaft37-tokyo@forensic.toxicology.jp 
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日本法中毒学会第37年会 ネームホルダー・ドリンク提供申込書 

申込日：平成  年  月  日 

 

日本法中毒学会第 37年会の目的・趣旨に賛同し、その運営協力として下記の物品を提供します。 

提供物品 

（ネームホルダーまたはドリンク） 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

貴社名 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

ご担当者名 

 

所在地または住所 

 

〒 

 

 

TEL  

E-mail  

 

お申し込み・お問い合わせ先（申込締切 ： 平成30年1月26日（金）） 

日本法中毒学会第 37年会事務局  

昭和大学薬学部毒物学部門内 担当：光本・芦野 

TEL：03-3784-8206  E-Mail： jaft37-tokyo@forensic.toxicology.jp 
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日本法中毒学会第37年会 寄付金申込書 

申込日：平成  年  月  日 

 

日本法中毒学会第 37年会の目的・趣旨に賛同し、その運営資金として下記の金額を寄付します。 

寄付金額  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

貴社名またはご芳名 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

ご担当者名（企業・団体等の場合） 

 

所在地または住所 

 

〒 

 

 

TEL  

E-mail  

 

お申し込み・お問い合わせ先（申込締切 ： 平成30年3月30日（金）） 

日本法中毒学会第 37年会事務局  

昭和大学薬学部毒物学部門内 担当：光本・芦野 

TEL：03-3784-8206  E-Mail： jaft37-tokyo@forensic.toxicology.jp 

 

振込先（振込締切 ： 平成30年5月18日（金）） 

ゆうちょ銀行 品川旗の台郵便局  

口座番号：00100-0-673507 

口座名称（漢字）：日本法中毒学会第 37年会 

口座名称（カナ）：ニホンホウチュウドクガッカイダイサンジュウナナネンカ 

※カナは 30文字制限のため、「年会（ネンカイ）」の「ネンカ」で終了です。 

 

ゆうちょ銀行以外からお振込み頂く場合は 

店名（店番）：０一九（ゼロイチキュウ） 

預金種目：当座  口座番号：0673507 

 

 


